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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号を処理する信号処理装置であって、
　前記入力信号に対して、第１の信号処理と、前記第１の信号処理とは異なる第２の信号
処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理手段と、
　前記第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定手段と、
　前記他の装置が接続されているときに、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化
した係数に変更することにより、前記信号処理手段が行う処理を、前記第２の信号処理に
変化させる制御手段と
　を備え、
　前記入力信号は、前記信号処理手段と、前記他の装置との両方で処理される
　ことを特徴とする信号処理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記他の装置が接続されていないときに、前記信号処理手段または他
の装置の単独の処理によって得られる出力信号よりも、前記他の装置が接続されていると
きに、前記信号処理手段および他の装置の処理によって得られる出力信号の品質が向上す
るように、クラス分類適応処理により、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化し
た係数に変更することにより、前記信号処理手段が行う処理を、前記第２の信号処理に変
化させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号処理装置。
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【請求項３】
　前記信号処理手段は、
　前記入力信号としての入力画像データの品質を向上した、前記出力信号としての出力画
像データのうちの、求めようとする画素単位の前記出力画像データを注目データとし、前
記注目データを求めるための所定のタップ係数との積和演算に用いる画素単位の前記入力
画像データの幾つかを、予測タップとして抽出する予測タップ抽出手段と、
　前記注目データを、複数のクラスのうちのいずれかのクラスに分類するのに用いる画素
単位の前記入力画像データの幾つかを、クラスタップとして抽出するクラスタップ抽出手
段と、
　前記注目データを、前記クラスタップを構成する前記入力画像データに対応するクラス
に分類するクラス分類を行うクラス分類手段と、
　学習を行うことにより得られるタップ係数であって、前記クラス分類の結果得られるク
ラスコードに対応するものを取得するタップ係数取得手段と、
　前記クラスコードに対応するタップ係数と、前記予測タップとの積和演算を行うことに
より、前記注目データを求める予測手段と
　を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　前記学習の教師となる教師データ、または前記学習の生徒となる生徒データを変えて学
習を行うことにより、複数種類の前記タップ係数が用意されており、
　前記制御手段は、前記信号処理手段において用いられる前記タップ係数の種類を制御す
ることによって、前記信号処理手段が行う処理を変化させる
　ことを特徴とする請求項３に記載の信号処理装置。
【請求項５】
　複数種類の前記タップ係数を記憶する記憶手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、必要な種類の前記タップ係数を、外部からダウンロードする
　ことを特徴とする請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記信号処理手段において用いられる前記予測タップまたはクラスタ
ップの構造をも制御することによって、前記信号処理手段が行う処理を変化させる
　ことを特徴とする請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記他の装置が接続されているときに、前記他の装置が行う前記第１
の信号処理を表す処理情報に基づいて、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化し
た係数に変更することにより、前記信号処理手段が行う処理を、前記第２の信号処理に変
化させ、
　前記処理情報は、前記信号処理装置および前記他の装置が有する機能を表す機能情報に
対応付けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記機能情報を、前記他の装置から受信し、前記機能情報に対応付け
られている処理情報に基づいて、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化した係数
に変更することにより、前記信号処理手段が行う処理を、前記第２の信号処理に変化させ
る
　ことを特徴とする請求項８に記載の信号処理装置。
【請求項１０】
　前記信号処理手段が有する機能を表す機能情報を、前記他の装置に供給する供給手段を
さらに備える
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　ことを特徴とする請求項８に記載の信号処理装置。
【請求項１１】
　入力信号を処理する信号処理装置の信号処理方法であって、
　前記入力信号に対して、第１の信号処理と、前記第１の信号処理とは異なる第２の信号
処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理ステップと、
　前記第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定ステップ
と、
　前記他の装置が接続されているときに、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化
した係数に変更することにより、前記信号処理ステップにより行われる処理を、前記第２
の信号処理に変化させる制御ステップと
　を備え、
　前記入力信号は、前記信号処理ステップと、前記他の装置との両方で処理される
　ことを特徴とする信号処理方法。
【請求項１２】
　入力信号を処理する信号処理を、コンピュータに行わせるプログラムであって、
　前記入力信号に対して、第１の信号処理と、前記第１の信号処理とは異なる第２の信号
処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理ステップと、
　前記第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定ステップ
と、
　前記他の装置が接続されているときに、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化
した係数に変更することにより、前記信号処理ステップにより行われる処理を、前記第２
の信号処理に変化させる制御ステップと
　を備え、
　前記入力信号は、前記信号処理ステップと、前記他の装置との両方で処理される
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　入力信号を処理する信号処理を、コンピュータに行わせるプログラムが記録されている
記録媒体であって、
　前記入力信号に対して、第１の信号処理と、前記第１の信号処理とは異なる第２の信号
処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理ステップと、
　前記第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定ステップ
と、
　前記他の装置が接続されているときに、前記所定の係数を、前記第２の信号処理に特化
した係数に変更することにより、前記信号処理ステップにより行われる処理を、前記第２
の信号処理に変化させる制御ステップと
　を備えるプログラムが記録され、
　前記入力信号は、前記信号処理ステップと、前記他の装置との両方で処理される
　ことを特徴とする記録媒体。
【請求項１４】
　入力信号を処理する第１および第２の信号処理装置を、少なくとも備える信号処理シス
テムであって、
　前記第１と第２の信号処理装置は、
　前記入力信号に対して、第１の信号処理と、前記第１の信号処理とは異なる第２の信号
処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理手段と、
　前記第１の信号処理を行う他方の信号処理装置が接続されているかどうかを判定する判
定手段と、
　前記他方の信号処理装置が接続されているときに、前記所定の係数を、前記第２の信号
処理に特化した係数に変更することにより、前記信号処理手段が行う処理を、前記第２の
信号処理に変化させる制御手段と
　を備え、



(4) JP 4582681 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

　前記入力信号は、第１および第２の信号処理装置との両方で処理される
　ことを特徴とする信号処理システム。
【請求項１５】
　前記信号処理手段は、
　前記入力信号としての入力画像データの品質を向上した、前記出力信号としての出力画
像データのうちの、求めようとする画素単位の前記出力画像データを注目データとし、前
記注目データを求めるための所定のタップ係数との積和演算に用いる画素単位の前記入力
画像データの幾つかを、予測タップとして抽出する予測タップ抽出手段と、
　前記注目データを、複数のクラスのうちのいずれかのクラスに分類するのに用いる画素
単位の前記入力画像データの幾つかを、クラスタップとして抽出するクラスタップ抽出手
段と、
　前記注目データを、前記クラスタップを構成する前記入力画像データに対応するクラス
に分類するクラス分類を行うクラス分類手段と、
　学習を行うことにより得られるタップ係数であって、前記クラス分類の結果得られるク
ラスコードに対応するものを取得するタップ係数取得手段と、
　前記クラスコードに対応するタップ係数と、前記予測タップとの積和演算を行うことに
より、前記注目データを求める予測手段と
　を有する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の信号処理システム。
【請求項１６】
　前記第１または第２の信号処理装置のうちの一方の信号処理装置は、
　　単独で作動し、かつ信号の入力または出力を行う１以上の信号端子が外部に露出して
いるものであり、
　前記第１または第２の信号処理装置のうちの他方の信号処理装置は、
　　前記一方の信号処理装置を収納する凹形状に形成された１以上の収納部と、前記一方
の信号処理装置の前記信号端子と接続し、かつ信号の入力または出力を行う１以上の接続
端子が設けられた、前記収納部内の接続パネルとを備える収納ラックに組み込まれている
ものであり、
　前記信号端子と前記接続端子とは、前記一方の信号処理装置が前記収納ラックに収納さ
れたときに、電気的に接続される位置に配置されている
　ことを特徴とする請求項１４に記載の信号処理システム。
【請求項１７】
　前記収納部は、前記一方の信号処理装置とは異なる、単独で作動し、かつ信号の入力ま
たは出力を行う１以上の信号端子が外部に露出している第３の信号処理装置をさらに収納
する
　ことを特徴とする請求項１６に記載の信号処理システム。
【請求項１８】
　前記第１および第２の信号処理装置は、
　　単独で作動し、かつ信号の入力または出力を行う１以上の信号端子が外部に露出して
いるものであり、
　　前記第１および第２の信号処理装置をそれぞれ収納する凹形状に形成された２以上の
収納部と、前記第１および第２の信号処理装置の前記信号端子と接続し、かつ信号の入力
または出力を行う１以上の接続端子が設けられた、前記収納部内の接続パネルとを備える
収納ラックに収納され、
　前記第１の信号処理装置の前記信号端子と、前記第２の信号処理装置の前記信号端子と
は、前記第１および第２の信号処理装置が前記収納ラックに収納されたときに、前記接続
端子を介して電気的に接続される位置に配置されている
　ことを特徴とする請求項１４に記載の信号処理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、信号処理装置および信号処理方法、プログラムおよび記録媒体、並びに信号処
理システムに関し、特に、複数の装置が接続されたときに、装置の機能を変更することで
、複数の装置が、入力信号に対する処理を協調して分担することができるようにすること
により、１つの装置単独の場合よりも高品質の処理結果を得ることができるようにする信
号処理装置および信号処理方法、プログラムおよび記録媒体、並びに信号処理システムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、ディジタルＶＴＲ(Video Tape Recorder)や、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)
プレーヤ等は、再生された画像や音声を視聴するために、テレビジョン受像機等に接続さ
れて使用される。即ち、ディジタルＶＴＲ等で再生された画像と音声は、テレビジョン受
像機に供給され、画像は、画面に表示され、音声は、スピーカから出力される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述のように、テレビジョン受像機において、ディジタルＶＴＲで再生された
画像と音声が出力される場合には、テレビジョン受像機が有する信号処理回路の中には、
特に処理を行わないものがある。
【０００４】
即ち、例えば、ディジタルＶＴＲからコンポーネント信号が出力される場合には、テレビ
ジョン受像機におけるコンポジット信号をコンポーネント信号に変換する信号処理回路は
、特に処理を行う必要がなく、いわば遊んだ状態になる。
【０００５】
一方、上述のように、テレビジョン受像機とディジタルＶＴＲとが接続される場合に、テ
レビジョン受像機が有する信号処理回路と、ディジタルＶＴＲが有する信号処理回路とが
、画像や音声等の信号に対する処理を分担し、互いに協調しあって、処理を行うようにす
ることができれば、ユーザに対して、より高品質の画像や音声の提供を行うことができる
と考えられる。
【０００６】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、装置の機能を変更することで、
複数の装置が、入力信号に対する処理を協調して分担することができるようにすることに
より、１つの装置単独の場合よりも高品質の処理結果を得ることができるようにするもの
である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の信号処理装置は、入力信号に対して、第１の信号処理と、第１の信号処理とは
異なる第２の信号処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理手
段と、第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定手段と、
他の装置が接続されているときに、所定の係数を、第２の信号処理に特化した係数に変更
することにより、信号処理手段が行う処理を、第２の信号処理に変化させる制御手段とを
備え、入力信号は、信号処理手段と、他の装置との両方で処理されることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の信号処理方法は、入力信号に対して、第１の信号処理と、第１の信号処理とは
異なる第２の信号処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理ス
テップと、第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定ステ
ップと、他の装置が接続されているときに、所定の係数を、第２の信号処理に特化した係
数に変更することにより、信号処理ステップにより行われる処理を、第２の信号処理に変
化させる制御ステップとを備え、入力信号は、信号処理ステップと、他の装置との両方で
処理されることを特徴とする。
【０００９】
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　本発明のプログラムは、入力信号に対して、第１の信号処理と、第１の信号処理とは異
なる第２の信号処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理ステ
ップと、第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定ステッ
プと、他の装置が接続されているときに、所定の係数を、第２の信号処理に特化した係数
に変更することにより、信号処理ステップにより行われる処理を、第２の信号処理に変化
させる制御ステップとを備え、入力信号は、信号処理ステップと、他の装置との両方で処
理されることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の記録媒体は、入力信号に対して、第１の信号処理と、第１の信号処理とは異な
る第２の信号処理とを、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行う信号処理ステッ
プと、第１の信号処理を行う他の装置が接続されているかどうかを判定する判定ステップ
と、他の装置が接続されているときに、所定の係数を、第２の信号処理に特化した係数に
変更することにより、信号処理ステップにより行われる処理を、第２の信号処理に変化さ
せる制御ステップとを備えるプログラムが記録され、入力信号は、信号処理ステップと、
他の装置との両方で処理されることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の信号処理システムは、第１と第２の信号処理装置が、入力信号に対して、第１
の信号処理と、第１の信号処理とは異なる第２の信号処理とを、所定の係数を用いて、適
応処理により一括で行う信号処理手段と、第１の信号処理を行う他方の信号処理装置が接
続されているかどうかを判定する判定手段と、他方の信号処理装置が接続されているとき
に、所定の係数を、第２の信号処理に特化した係数に変更することにより、信号処理手段
が行う処理を、第２の信号処理に変化させる制御手段とを備え、入力信号は、信号処理手
段と、他の装置との両方で処理されることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の信号処理装置および信号処理方法、プログラム、並びに信号処理システムにお
いては、入力信号に対して、第１の信号処理と、第１の信号処理とは異なる第２の信号処
理とが、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行われ、第１の信号処理を行う他の
装置が接続されているかどうかが判定され、他の装置が接続されているときに、所定の係
数が、第２の信号処理に特化した係数に変更されることにより、信号処理手段が行う処理
が、第２の信号処理に変化する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用したベイ構造型テレビジョン受像機の一実施の形態の構成例を示す
斜視図である。
【００１６】
装置の筐体ともなっているＴＶ(Television)ラック１には、その正面上部の中央に、ＣＲ
Ｔ(Cathode Ray Tube)２が配置されており、その左右に、Ｌ(Left)チャンネルとＲ(Right
)チャンネル用のスピーカ３が配置されている。
【００１７】
さらに、ＴＶラック１の正面下部には、６つのベイ(bay)４Ａ，４Ｂ，４Ｃ，４Ｄ，４Ｅ
，４Ｆが設けられている。ここで、以下、適宜、ベイ４Ａ乃至４Ｆを、特に区別する必要
がない限り、ベイ４と記述する。
【００１８】
ベイ４には、単独で作動し、かつ信号の入力または出力を行う１以上の信号端子が外部に
露出している電子機器としての、例えば、ディジタルＶＴＲやＤＶＤプレーヤ等を収納す
ることができるように、凹形状に形成されており、その内部正面には、ベイ４に収納され
る電子機器の信号端子と接続する接続端子が配置された、後述するベイ内接続パネル５（
図３）が設けられている。
【００１９】
また、ＴＶラック１の上面の、右手前側には、やはり、凹形状に形成されたベイ４Ｇが設
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けられている。但し、ベイ４Ａ乃至４Ｆは、ディジタルＶＴＲ等の比較的大型の電子機器
を収納することができるように、大きな凹形状となっているのに対して、ベイ４Ｇは、例
えば、携帯電話機その他のＰＤＡ(Personal Digital Assistant)等の比較的小型の電子機
器を収納することができるように、小さな凹形状となっている。なお、ベイ４Ｇの内部に
も、そこに収容される電子機器の信号端子と接続する接続端子が配置されたベイ内接続パ
ネルが設けられている。
但し、ベイ４Ｇに設けられているベイ内接続パネルは、携帯電話機等の小型の電子機器の
信号端子と接続するものであるから、ディジタルＶＴＲ等の大型の電子機器の信号端子と
接続される、ベイ４Ａ乃至４Ｆに設けられているベイ内接続パネル５とは異なったものと
なっている。
【００２０】
図２は、ベイ４に電子機器が収納された状態の、図１のベイ構造型テレビジョン受像機の
斜視図である。
【００２１】
図２の実施の形態では、ベイ４Ａと４Ｄに、電子機器１１と１２が、それぞれ直接収納さ
れており、ベイ４Ｂに、ベイアダプタボックス１４に収納された状態の電子機器１３が収
納されている。
【００２２】
即ち、電子機器１１と１２は、ベイ構造型テレビジョン受像機に対応した電子機器（例え
ば、ベイ構造型テレビジョン受像機と同一の製造メーカによる電子機器）であり、ベイア
ダプタボックス１４を使用しなくても、直接、ベイ４に収納することができるようになっ
ている。
【００２３】
一方、電子機器１３は、ベイ構造型テレビジョン受像機に非対応の電子機器（例えば、ベ
イ構造型テレビジョン受像機と異なる製造メーカによる電子機器）であり、ベイアダプタ
ボックス１４を使用することにより、ベイ４に収納することができるようになっている。
【００２４】
なお、ベイ４（ベイ４Ｇについても同様）の開口部分には、例えば、ＶＴＲのテープ挿入
口に設けられるのと同様の蓋を設けるようにすることができ、この場合、電子機器が収納
されていないベイ４の内部に、埃等が入るのを防止することができる。
【００２５】
次に、図３は、ベイ４の内部正面に設けられているベイ内接続パネル５の構成例を示す平
面図である。
【００２６】
ベイ内接続パネル５には、ＲＧＢ(Red, Green, Blue)用出力端子２１、ＲＧＢ用入力端子
２２、オーディオ出力端子２３、オーディオ入力端子２４、出力用Ｓ(Separate(Special/
Super))端子２５、入力用Ｓ端子２６、ＩＥＥＥ(Institute of Electrical and Electron
ics Engineers)１３９４端子２７、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)端子２８、および電源
端子２９等の、電子機器間で信号のやりとりをするための端子が設けられている。
【００２７】
ＲＧＢ用出力端子２１は、ベイ構造型テレビジョン受像機で得られる画像信号（画像デー
タ）であるＲＧＢ信号を、ベイ４に収納される電子機器に出力するための端子で、ＲＧＢ
用入力端子２２は、ベイ４に収納される電子機器が出力するＲＧＢ信号を、ベイ構造型テ
レビジョン受像機に入力するための端子である。オーディオ出力端子２３は、ベイ構造型
テレビジョン受像機で得られるＬおよびＲチャンネルの音声信号を、ベイ４に収納される
電子機器に出力するための端子で、オーディオ入力端子２４は、ベイ４に収納される電子
機器が出力するＬおよびＲチャンネルの音声信号を、ベイ構造型テレビジョン受像機に入
力するための端子である。出力用Ｓ端子２５は、ベイ構造型テレビジョン受像機で得られ
る画像信号である輝度信号および色信号を、ベイ４に収納される電子機器に出力するため
の端子で、入力用Ｓ端子２６は、ベイ４に収納される電子機器が出力する輝度信号および
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色信号を、ベイ構造型テレビジョン受像機に入力するための端子である。ＩＥＥＥ１３９
４端子２７は、ベイ構造型テレビジョン受像機と、ベイ４に収納される電子機器との間で
、ＩＥＥＥ１３９４の規格に準拠した通信を行うための端子で、ＵＳＢ端子２８は、ベイ
構造型テレビジョン受像機と、ベイ４に収納される電子機器との間で、ＵＳＢの規格に準
拠した通信を行うための端子である。電源端子２９は、ベイ４に収納される電子機器に対
して、ベイ構造型テレビジョン受像機から電源を供給するための端子である。
【００２８】
図３の実施の形態では、ＲＧＢ用出力端子２１、ＲＧＢ用入力端子２２、オーディオ出力
端子２３、オーディオ入力端子２４、出力用Ｓ端子２５、入力用Ｓ端子２６、ＩＥＥＥ１
３９４端子２７、ＵＳＢ端子２８、および電源端子２９は、ベイ内接続パネル５の固定の
位置に配置されている。
【００２９】
図４は、ベイ構造型テレビジョン受像機に対応した電子機器１１（１２）の構成例を示す
、その背面方向から見た斜視図である。
【００３０】
電子機器１１の背面パネルには、ＲＧＢ用入力端子３１、ＲＧＢ用出力端子３２、オーデ
ィオ入力端子３３、オーディオ出力端子３４、入力用Ｓ端子３５、出力用Ｓ端子３６、Ｉ
ＥＥＥ１３９４端子３７、ＵＳＢ端子３８、および電源端子３９等が設けられている。
【００３１】
ベイ構造型テレビジョン受像機のベイ４は、電子機器１１を収納することができる大きさ
に構成されており、さらに、そのベイ内接続パネル５のＲＧＢ用出力端子２１乃至電源端
子２９は、電子機器１１がベイ４に収納されたときに、その電子機器１１のＲＧＢ用入力
端子３１乃至電源端子３９とそれぞれ電気的に接続される位置に配置されている。
【００３２】
従って、ユーザは、ベイ構造型テレビジョン受像機に対応した電子機器１１や１２につい
ては、電子機器１１を、ベイ４に収納するだけで、ケーブルを用いなくても、電子機器１
１とベイ構造型テレビジョン受像機とを、電気的に接続することができる。
【００３３】
さらに、電子機器１１と１２を、ベイ構造型テレビジョン受像機のベイ４に収納すること
により、電子機器１１と１２も、ベイ構造型テレビジョン受像機を介して電気的に接続さ
れる。従って、ユーザは、やはり、電子機器１１と１２を、ベイ４に収納するだけで、ケ
ーブルを用いなくても、電気的に接続することができる。
【００３４】
以上のように、ユーザは、電子機器を、ベイ４に収納するだけで、電子機器どうしを、容
易に接続することができる。
【００３５】
なお、ベイ４に収納される電子機器が、例えば、再生専用の電子機器である場合、そのよ
うな電子機器については、基本的に、画像や音声等の入力端子を設ける必要はない。
【００３６】
一方、ベイ４には、再生専用の電子機器だけが収納されるとは限らず、例えば、記録と再
生の両方が可能な電子機器が収納される場合もあり、そのような電子機器については、画
像や音声等の入力端子と出力端子の両方が設けられる。
【００３７】
従って、ベイ４の内部に設けられるベイ内接続パネル５（図３）には、ベイ４に収納され
うる電子機器すべての端子に対応する位置に、その端子と電気的に接続する端子を設けて
おくのが望ましい。なお、この場合、ベイ内接続パネル５に設けられた端子については、
ベイ４に収納される電子機器によっては、いわば遊んでしまう状態となるものが生じうる
が、特に問題はない。
【００３８】
次に、上述したように、電子機器１１や１２は、ベイ構造型テレビジョン受像機に対応し
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たものであり、ベイ内接続パネル５のＲＧＢ用出力端子２１乃至電源端子２９は、電子機
器１１や１２がベイ４に収納されたときに、その電子機器１１や１２のＲＧＢ用入力端子
３１乃至電源端子３９とそれぞれ電気的に接続される位置に配置されているから、電子機
器１１や１２は、ベイ４に収納するだけで、ベイ構造型テレビジョン受像機と電気的に接
続される。
【００３９】
しかしながら、電子機器１３は、ベイ構造型テレビジョン受像機に非対応のものであるか
ら、ベイ４に直接収納しても、電子機器１３の端子と、ベイ内接続パネル５の対応する端
子とは、その配置位置が異なり、電気的に接続されるとは限らず、むしろ、多くは接続さ
れない。
【００４０】
そこで、ベイ構造型テレビジョン受像機に非対応の電子機器１３については、ベイアダプ
タボックス１４を用いることで、ベイ構造型テレビジョン受像機と、容易に電気的に接続
することができるようになっている。
【００４１】
即ち、図５は、ベイアダプタボックス１４の構成例を示す斜視図である。
【００４２】
ベイアダプタボックス１４には、その正面側から、電子機器１３を収納することができる
ように、凹形状のスロット１４Ａが設けられている。電子機器１３は、ベイアダプタボッ
クス１４に収納し、このベイアダプタボックス１４ごと、ベイ構造型テレビジョン受像機
のベイ４に収納することで、ベイ構造型テレビジョン受像機と電気的に接続されるように
なっている。
【００４３】
即ち、ベイアダプタボックス１４の背面部分には、背面パネル部１５が設けられており、
背面パネル部１５は、スロット１４Ａ側を正面とするアダプタ内接続パネル１５Ａと、ベ
イアダプタボックス１４の背面側を正面とするアダプタ背面パネル１５Ｂとで構成されて
いる。即ち、ベイアダプタボックス１４のスロット１４Ａ側を正面とすれば、アダプタ内
接続パネル１５Ａは、正面側に、アダプタ背面パネル１５Ｂは、その背面側に、それぞれ
設けられている。
【００４４】
図６は、アダプタ内接続パネル１５Ａとアダプタ背面パネル１５Ｂの構成例を示す平面図
である。
【００４５】
アダプタ内接続パネル１５Ａには、電子機器１３のように、ベイ構造型テレビジョン受像
機に非対応の電子機器（以下、適宜、非対応電子機器という）が、ベイアダプタボックス
１４に収納されたときに、その非対応電子機器の背面パネルに設けられた信号端子と接続
する位置に、対応する接続端子が設けられている。
【００４６】
ここで、非対応電子機器については、例えば、メーカごとに、その信号端子の配置位置が
異なる。そこで、アダプタ内接続パネル１５Ａにおいては、図６（Ａ）に示すように、各
メーカごとに、そのメーカの非対応電子機器の背面パネルに設けられた信号端子に対応す
る固定の位置に、その信号端子と接続される端子が設けられている。なお、図６（Ａ）に
おいては、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社の非対応電子機器用のアダプタ内接続パネル１５を示してあ
る。
【００４７】
一方、アダプタ背面パネル１５Ｂには、図６（Ｂ）に示すように、ベイ４のベイ内接続パ
ネル５（図３）に設けられたＲＧＢ用出力端子２１乃至電源端子２９に対応する固定の位
置に、ＲＧＢ用入力端子４１乃至電源端子４９がそれぞれ設けられている。従って、ベイ
アダプタボックス１４を、そのアダプタ背面パネル１５Ｂと、ベイ４のベイ内接続パネル
５が対向するように、ベイ４に収納すると、アダプタ背面パネル１５Ｂに設けられたＲＧ
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Ｂ用入力端子４１乃至電源端子４９は、ベイ４内のベイ内接続パネル５に設けられたＲＧ
Ｂ用出力端子２１乃至電源端子２９と、それぞれ、電気的に接続される。
【００４８】
そして、アダプタ内接続パネル１５Ａに設けられた端子は、アダプタ背面パネル１５Ｂに
設けられたＲＧＢ用入力端子４１乃至電源端子４９のうちの対応するものに接続されてお
り、従って、非対応電子機器であっても、その非対応電子機器に対応するアダプタ内接続
パネル１５Ａを有するベイアダプタボックス１４に収納し、さらに、その非対応電子機器
が収納されたベイアダプタボックス１４を、ベイ４に収納することで、非対応電子機器は
、ベイ構造型テレビジョン受像機（さらには、ベイ構造型テレビジョン受像機を介して、
ベイ４に収納された他の電子機器）に、電気的に接続されることになる。
【００４９】
以上から、やはり、ユーザは、非対応電子機器についても、容易に接続を行うことができ
る。
【００５０】
ところで、非対応電子機器については、上述のように、ベイアダプタボックス１４を介す
ることで、ベイ構造型テレビジョン受像機と容易に接続することができるが、この場合、
ユーザは、非対応電子機器に対応するアダプタ内接続パネル１５Ａを有するベイアダプタ
ボックス１４全体を用意しなければならない。
【００５１】
そこで、ベイアダプタボックス１４は、例えば、図７に示すように、その背面パネル部１
５を、他の部分に対して着脱可能なように構成することができる。この場合、非対応電子
機器のメーカごとに、ベイアダプタボックス１４全体を用意する必要はなく、背面パネル
部１５だけを交換すれば良い。さらに、この場合、非対応電子機器は、その背面の端子に
、背面パネル部１５のアダプタ内接続パネル１５Ａに設けられた端子をはめ込んだ（に接
続した）状態で、ベイ４に収納することが可能である。即ち、非対応電子機器とベイ構造
型テレビジョン受像機との接続は、非対応電子機器が収納されたベイアダプタボックス１
４全体を、ベイ４に収納することによって行う他、非対応電子機器がアダプタ内接続パネ
ル１５Ａに接続された背面パネル部１５を、その非対応電子機器とともに、ベイ４に収納
することによって行うことが可能である。
【００５２】
なお、背面パネル部１５は、アダプタ内接続パネル１５Ａとアダプタ背面パネル１５Ｂと
を一体化して構成する他、アダプタ内接続パネル１５Ａとアダプタ背面パネル１５Ｂとを
分離することができるように構成することも可能である。
【００５３】
また、背面パネル部１５は、例えば、図８に示すように、アダプタ背面パネル１５Ｂだけ
を、ベイアダプタボックス１４から分離することができるように構成することも可能であ
る。
【００５４】
ここで、図８の実施の形態においては、分離可能なアダプタ背面パネル１５Ｂに、複数の
雄ピンで構成される雄ピン群１６Ｂが設けられており、ベイアダプタボックス１４には、
複数の雌ピンで構成される雌ピン群１６Ａが設けられている。ベイアダプタ背面パネル１
５Ｂを、ベイアダプタボックス１４に装着すると、アダプタ背面パネル１５Ｂの雄ピン群
１６Ｂを構成する各雄ピンが、ベイアダプタボックス１４の雌ピン群１６Ａを構成する、
対応する雌ピンにはめ込まれ、これにより、ベイアダプタ背面パネル１５Ｂと、ベイアダ
プタボックス１４側のアダプタ内接続パネル１５Ａとが、電気的に接続される。即ち、ア
ダプタ背面パネル１５Ｂに設けられたＲＧＢ用入力端子４１乃至電源端子４９は、雄ピン
群１６Ｂを構成する所定の雄ピンと電気的に接続されており、アダプタ内接続パネル１５
Ａに設けられた端子も、雌ピン群１６Ａを構成する所定の雌ピンと電気的に接続されてい
る。そして、アダプタ背面パネル１５Ｂの雄ピン群１６Ｂを構成する各雄ピンが、ベイア
ダプタボックス１４の雌ピン群１６Ａを構成する、対応する雌ピンにはめ込まれることに
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より、その雌ピン群１６Ａおよび雄ピン群１６Ｂを介して、アダプタ背面パネル１５Ｂに
設けられたＲＧＢ用入力端子４１乃至電源端子４９それぞれと、アダプタ内接続パネル１
５Ａに設けられた、対応する端子それぞれとが、電気的に接続される。
【００５５】
次に、上述のように、アダプタ内接続パネル１５Ａにおいて、各メーカの非対応電子機器
の信号端子の位置に対応した固定の位置に、その信号端子と接続される接続端子を設ける
場合には、例えば、図７に示したように、背面パネル部１５を着脱可能に構成したとして
も、各メーカごとに、そのメーカの非対応電子機器の信号端子の位置に対応した固定の位
置に信号端子が設けられたアダプタ内接続パネル１５Ａを有する背面パネル部１５が必要
となる。
【００５６】
そこで、図９は、複数（あるいは、すべて）のメーカの非対応電子機器に対処することの
できる背面パネル部１５の構成例を示す斜視図である。
【００５７】
即ち、図９の実施の形態においては、アダプタ内接続パネル１５Ａに設けられた、非対応
電子機器の信号端子と接続される端子５３や５４を移動させることができるようになって
いる。つまり、端子５３や５４は、非対応電子機器の信号端子と接続する位置に移動する
ことができるようになっている。
【００５８】
なお、図９の実施の形態では、図が煩雑になるのを避けるため、アダプタ内接続パネル１
５Ａには、２つの端子５３および５４だけを図示してある。
【００５９】
図９の実施の形態においては、アダプタ内接続パネル１５Ａは、複数のスリット板５１か
ら構成されている。
【００６０】
即ち、スリット板５１は、例えば、導電性のある平板形状の板（薄膜）で構成され、各ス
リット板５１には、格子状に、スリット（穴）５２が設けられている。そして、端子５３
（５４）は、このスリット５２に沿って、図９において矢印で示すように移動することが
できるようになっている。
【００６１】
図１０は、図９に示したアダプタ内接続パネル１５Ａの側面の断面図である。
【００６２】
複数のスリット板５１は、絶縁体６２に挟まれて接着されており、最も、アダプタ背面パ
ネル１５Ｂ側の絶縁体６２は、底板６１に固定されている。なお、絶縁体６２には、スリ
ット板５１に設けられたスリット５２どうしの間隔よりも大きな間隔を空けて配置されて
いる。
【００６３】
また、最も、端子５３（５４）側のスリット板５１の表面には、絶縁膜６６が形成されて
いる。この絶縁膜６６は、端子５３や５４が、複数のスリット板５１のうちの、最も端子
５３側にあるものと電気的に接続されるのを防止する。
【００６４】
端子５３には（端子５４も同様）、スリット５１の幅よりも、やや小さい直径を有する棒
状の胴体部６３（６７）が取り付けられており、この胴体部６３が、スリット５１に沿っ
てスライドすることにより、端子５３を、スリット５１上の任意の位置に移動させること
ができるようになっている。
【００６５】
また、胴体部６３の、端子５３が取り付けられていない方の端部には、導体で構成される
接点金具６４（６８）が固定されており、この接点金具６４が、複数のスリット板５１の
うちの所定のものと接するようになっている。ここで、図１０の実施の形態では、端子５
３の胴体部６３に取り付けられた接点金具６４は、最も、底板６１側の２枚のスリット板



(12) JP 4582681 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

５１と接している。
【００６６】
そして、複数のスリット板５１それぞれは、アダプタ背面パネル１５Ｂに設けられたＲＧ
Ｂ用入力端子４１乃至電源端子４９のうちの所定のものと接続されており、従って、端子
５３は、胴体部６３の内部、接点金具６４、およびスリット板５１を介して、アダプタ背
面パネル１５Ｂに設けられたＲＧＢ用入力端子４１乃至電源端子４９のうちの所定のもの
と電気的に接続される。
【００６７】
なお、端子５４の胴体部６７は、端子５３の胴体部６３よりも短くなっており、これによ
り、端子５４の胴体部６７に固定された接点金具６８は、端子５３の胴体部６３に固定さ
れた接点金具６４が接しているスリット板５１よりも、端子５３（５４）側にあるスリッ
ト板５１に接するようになっている。これにより、端子５３は、それに対応するアダプタ
背面パネル１５Ｂの端子に、端子５４も、それに対応するアダプタ背面パネル１５Ｂの端
子に、それぞれ電気的に接続されるようになっている。
【００６８】
また、端子５３の胴体部６３には（端子５４の胴体部６７も同様）、その表面に、絶縁膜
が形成されており、これにより、端子５３が、接点金具６４が接するスリット板５１以外
のスリット板５１と電気的に接続されることを防止するようになっている。
【００６９】
胴体部６３の、端子５３側の端部には、図１１に示すように、ねじが切られたねじ部６５
が設けられている。さらに、端子５３の内部にもねじが切られており、端子５３は、胴体
部６３のねじ部６５に螺合している。
【００７０】
端子５３を、その端子５３側から見て、例えば、反時計回りに回すと、ねじがゆるみ、図
１１に示すように、端子５３が、絶縁膜６６から離れるとともに、胴体部６３の接点金具
６４が、スリット板５１から離れる。これにより、端子５３は、胴体部６３とともに、ス
リット５２に沿って移動可能な状態となる。
【００７１】
なお、図１１の実施の形態においては、端子５４、胴体部６７、および接点金具６８の図
示を省略してあるが、端子５４も、端子５３と同様にして、スリット５２に沿って移動す
ることができるようになっている。
【００７２】
一方、端子５３を、その端子５３側から見て、例えば、時計回りに回すと、ねじがしまり
、図１０に示したように、端子５３の、絶縁膜６６側の端部が、絶縁膜６６に押しつけら
れ、さらに、胴体部６３の接点金具６４が、本来接すべきスリット板５１に、所定の圧力
をもって押しつけられる。これにより、端子５３は、スリット５２に沿った所定の位置に
固定され、さらに、胴体部６４および接点金具６４を介して、スリット板５１と、電気的
に接続される。
【００７３】
次に、図１２は、非対応電子機器の信号端子と接続される端子５３や５４を移動させるこ
とができる背面パネル部１５の他の構成例を示す斜視図である。
【００７４】
図１２の実施の形態においては、多数の挿入口（穴）７１が設けられており、端子５３や
５４は、この多数の挿入口７１のうちの任意の位置に移動することができるようになって
いる。
【００７５】
即ち、端子５３は、例えば、挿入口７１に挿入することのできるピンジャック形状の胴体
部５３Ａを有しており、この胴体部５３Ａを、挿入口７１に差し込むことで、端子５３は
、その挿入口７１の位置に固定される。
【００７６】
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なお、端子５３の胴体部５３Ａと、端子５４の胴体部５４Ａとは、異なる長さとなってお
り、これにより、端子５３の胴体部５３Ａを挿入口７１に差し込んだ場合と、端子５４の
胴体部５４Ａを挿入口７１に差し込んだ場合とで、アダプタ背面パネル１５Ｂの、異なる
端子に、電気的に接続されるようになっている。
【００７７】
次に、図１３は、アダプタ内接続パネル１５Ａの端子を移動させることができる背面パネ
ル部１５の、さらに他の構成例を示す斜視図である。なお、図中、図８における場合と対
応する部分については、同一の符号を付してある。
【００７８】
図１３の実施の形態においては、背面パネル部１５のアダプタ背面パネル１５Ｂが、図８
の実施の形態で説明したように着脱可能となっている。
【００７９】
さらに、図１３の実施の形態では、アダプタ内接続パネル１５Ａが、複数の接続板８１で
構成されている。ベイアダプタボックス１４の左右それぞれには、Ｕ字型のはめ込み用ス
リット８２Ｌと８２Ｒが設けられており、接続板８２は、このはめ込み用スリット８２Ｌ
と８２Ｒにはめ込まれることで固定されるようになっている。なお、接続板８１は、はめ
込み用スリット８２Ｌおよび８２Ｒに沿ってスライドすることで、容易に着脱することが
できるようになっている。
【００８０】
接続板８１は、例えば、図１４（Ａ）に示すように、格子状に、枠８８が形成されており
、さらに、その枠８８の内周面には、後述するパッチ板８３をはめ込むことのできる溝と
しての枠溝８７が形成されている。枠８８で区切られた穴（空間）である枠穴８５は、図
１４（Ｂ）の斜視図、図１４（Ｃ）の側面図、および図１４（Ｄ）の平面図に示す、平板
形状のパッチ板８３とほぼ同様の大きさに構成されており、このパッチ板８３は、その外
周部分が、枠８８の内周に形成された枠溝８７に嵌合することによって、枠穴８５に固定
することができるようになっている。
【００８１】
そして、パッチ板８３には、図１４（Ｂ）乃至図１４（Ｄ）に示したように、端子８４が
設けられており、従って、パッチ板８３をはめ込む枠穴８５を変えることで、そのパッチ
板８３に設けられた端子８４の配置位置を移動させることができるようになっている。
【００８２】
端子８４は、パッチ板８３が枠８８にはめ込まれることにより、その枠８８と電気的に接
続される。さらに、接続板８１には、はめ込みスリット８２Ｒ（図１３）と嵌合する外周
部分に、接続端子８６が設けられており、枠８８は、この接続端子８６と電気的に接続さ
れている。また、はめ込み用スリット８２Ｒには、図１４（Ｅ）に示すように、導電部８
９が設けられており、接続板８１がはめ込み用スリット８２Ｒにはめ込まれることにより
、接続端子８６は、導電部８９と電気的に接続される。そして、導電部８９は、雌ピン群
１６Ａおよび雄ピン群１６Ｂを介して、アダプタ背面パネル１５Ｂの所定の端子と接続さ
れるようになっており、従って、枠８８にパッチ板８３がはめ込まれた端子８４は、パッ
チ板８３、枠８８、接続端子８６、導電部８９、並びに雌ピン群１６Ａおよび雄ピン群１
６Ｂを介して、アダプタ背面パネル１５Ｂの所定の端子と、電気的に接続される。
【００８３】
ここで、複数の接続板８１それぞれにおいては、接続端子８６が異なる位置に設けられて
おり、さらに、はめ込み用スリット８２Ｒの導電部８９は、そのはめ込み用スリット８２
Ｒにはめ込まれる接続板８１の接続端子８６に対応する位置に設けられている。従って、
接続板８１の接続端子８６は、その接続板８１が正しいはめ込み用スリット８２Ｒにはめ
込まれたときに、そのはめ込み用スリット８２Ｒに設けられた導電部８９と接続するよう
になっており、これにより、接続板８１が、誤ったはめ込み用スリット８２Ｒにはめ込ま
れたときであっても、その接続板８１にはめ込まれた端子８４と、雌ピン群１６Ａおよび
雄ピン群１６Ｂを介して導電部８９に接続される、アダプタ背面パネル１５Ｂの端子（端
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子８４に接続されるべき端子ではない端子）とが、電気的に接続されるのを防止するよう
になっている。
【００８４】
なお、その他、例えば、接続板８１がはめ込まれるべきはめ込み用スリット８２Ｌおよび
８２Ｒにのみ、その接続板８１がはめ込み可能なように、接続板８１、並びにはめ込み用
スリット８２Ｌおよび８２Ｒを構成することによって、本来接続されるべきではない、接
続板８１にはめ込まれた端子８４と、アダプタ背面パネル１５Ｂの端子とが、電気的に接
続されるのを防止することも可能である。
【００８５】
パッチ板８３が枠穴８５にはめ込まれることにより、接続板８１の所定の位置に固定され
た端子８４は、直接、あるいは、その前方（図１３のベイアダプタボックス１４における
スロット１４Ａ（図５）が開いている方）に配置される接続板８１の枠穴８５を介して、
ベイアダプタボックス１４におけるスロット１４Ａの開口方向に露出し、これにより、ベ
イアダプタボックス１４のスロット１４Ａに収納される非対応電子機器の端子と接続され
る。
【００８６】
以上のように、アダプタ内接続パネル１５Ａに設けられた、非対応電子機器の信号端子と
接続される端子を移動させることができる場合には、非対応電子機器のメーカごとに、ベ
イアダプタボックス１４や背面パネル部１５を用意せずに済むので、ユーザの費用負担を
低減することができる。
【００８７】
なお、上述のように、アダプタ内接続パネル１５Ａの端子が移動可能な場合、どの端子を
、どの位置に移動させれば良いのかが分かりにくいことがある。そこで、例えば、アダプ
タ内接続パネル１５Ａ等には、非対応電子機器のメーカごとに、端子の位置を記述してお
くようにするのが好ましい。
【００８８】
また、ここでは、アダプタ内接続パネル１５Ａに設けられた端子を移動可能なように構成
することによって、各メーカの非対応電子機器に対処するようにしたが、その他、例えば
、ベイ４内のベイ内接続パネル５（図３）に設けられたＲＧＢ用出力端子２１乃至電源端
子２９を移動可能なように構成することも可能である。この場合、ベイアダプタボックス
１４（あるいは、背面パネル部１５）を使用しなくても、非対応電子機器と、ベイ構造型
テレビジョン受像機とを電気的に接続することが可能となる。
【００８９】
次に、図１５は、図１のベイ構造型テレビジョン受像機の電気的構成例を示すブロック図
である。
【００９０】
リモートコマンダ（以下、適宜、リモコンという）１０１は、視聴するテレビジョン放送
のチャンネルを選択するときや、音量調整するとき、さらには、後述するセレクタ１０４
により、電子機器間における信号の入出力を切り替えるとき等に、ユーザによって操作さ
れ、その操作に対応する信号を、赤外線によって、メインコントローラ１０２に送出する
。なお、図１および図１においては、リモコン１０１の図示を省略してある。
【００９１】
メインコントローラ１０２は、リモコン１０１からの赤外線信号その他にしたがい、セレ
クタコントローラ１０３を制御し、また、必要に応じて、ベイ構造型テレビジョン受像機
を構成する各ブロックを制御する。
【００９２】
セレクタコントローラ１０３は、メインコントローラ１０２の制御等にしたがい、セレク
タ１０４を制御する。
【００９３】
セレクタ１０４は、ＣＲＴ２、スピーカ３、チューナ１０５、ＴＶ信号処理部１０６と接
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続されている。さらに、セレクタ１０４は、ベイ４Ａ乃至４Ｇそれぞれに設けられたベイ
内接続パネル５の端子とも接続されている。そして、セレクタ１０４は、セレクタコント
ローラ１０３の制御にしたがい、そこに入力される入力信号の出力先を切り替える。
【００９４】
チューナ１０５には、図示せぬアンテナで受信されたテレビジョン放送信号（以下、適宜
、ＴＶ信号という）が供給されるようになっており、チューナ１０５は、メインコントロ
ーラ１０２の制御にしたがって、所定のチャンネルのＴＶ信号を検波、復調し、ベースバ
ンドの信号を、セレクタ１０４に出力する。
【００９５】
ＴＶ信号処理部１０６は、セレクタ１０４が出力する画像信号（例えば、チューナ１０５
が出力するベースバンドの画像信号）を処理し、その処理の結果得られる画像信号を、セ
レクタ１０４に出力する。
【００９６】
なお、ＣＲＴ２は、セレクタ１０４が出力する画像信号を表示し、スピーカ３は、セレク
タ１０４が出力する音声信号を出力する。
【００９７】
また、以上のうち、ＣＲＴ２、スピーカ３、チューナ１０５、およびＴＶ信号処理部１０
６が、電子機器としてのテレビジョン受像機として機能する。
【００９８】
次に、図１６は、図１５のＴＶ信号処理部１０６の構成例を示している。
【００９９】
ＴＶ信号処理部１０６は、Ｉ／Ｆ(Interface)１１１、コントローラ１１２、および信号
処理回路１１３で構成されている。
【０１００】
Ｉ／Ｆ１１１は、セレクタ１０４、コントローラ１１２、信号処理回路１１３それぞれと
の間の信号のやりとりを制御する。
【０１０１】
コントローラ１１２は、ベイ４に電子機器が収納され、セレクタ１０４に電気的に接続さ
れているかどうかを、Ｉ／Ｆ１１１およびセレクタ１０４を介することにより判定し、そ
の判定結果に基づいて、信号処理回路１１３を制御する。ここで、この接続の有無の判定
方法としては、様々な方法が考えられるが、例えば、ベイ４に収納された電気機器からの
信号に基づいて判定する方法などを採用することができる。
【０１０２】
また、コントローラ１１２は、機能ＩＤとＩＤテーブルを記憶している。機能ＩＤは、信
号処理回路１１３がどのような機能を有するかを識別するためのユニークなＩＤ(Identif
ication)であり、ＩＤテーブルには、機能ＩＤに対して、後述するような処理情報が対応
付けられている。
【０１０３】
信号処理回路１１３は、基本的には、例えば、コンポジット信号の画像信号を、コンポー
ネント信号の画像信号に変換する機能と、コンポーネント信号の、標準解像度の画像信号
（以下、適宜、ＳＤ(Standard Definition)画像信号という）を、高解像度の画像信号（
以下、適宜、ＨＤ(High Definition)画像信号という）に変換する機能とを有している。
但し、信号処理回路１１３は、コントローラ１１２の制御にしたがい、その機能を変化さ
せることができるようになっている。
【０１０４】
次に、図１７は、ベイ４に収納される電子機器１１の電気的構成例を示している。なお、
電子機器１１は、上述したように、ベイ構造型テレビジョン受像機に対応した電子機器（
以下、適宜、対応電子機器という）であるが、対応電子機器は、電子機器１１に限らず、
図１７に示したように構成される。
【０１０５】
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電子機器１１は、Ｉ／Ｆ１２１、コントローラ１２２、信号処理回路１２３、および特有
ブロック１２４で構成されている。
【０１０６】
Ｉ／Ｆ１２１、コントローラ１２２、または信号処理回路１２３は、図１６のＩ／Ｆ１１
１、コントローラ１１２、または信号処理回路１１３と、それぞれ同様に構成される。
【０１０７】
特有ブロック１２４は、電子機器１１に特有のブロックで、例えば、電子機器１１がＤＶ
Ｄプレーヤである場合には、特有ブロック１２４は、図示せぬＤＶＤにレーザ光を照射し
、その反射光を受光して光電変換する光ピックアップ等で構成される。また、特有ブロッ
ク１２４は、電子機器１１が、例えば、ディジタルＶＴＲである場合には、ビデオテープ
を駆動する駆動機構や、ビデオテープに対して、信号の記録／再生を行う磁気ヘッド等で
構成される。
【０１０８】
なお、電子機器１１が、例えば、ＤＶＤプレーヤである場合においては、ＤＶＤに記録さ
れた信号は、ＭＰＥＧ(Moving Picture Expert Group)符号化されたものであることから
、信号処理回路１２３は、基本的に、ＭＰＥＧ符号化された信号を、ＭＰＥＧ復号する機
能を有する。但し、本実施の形態では、信号処理回路１２３は、さらに、例えば、空間解
像度向上処理を行う機能も有しているものとする。
【０１０９】
次に、図１８のフローチャートを参照して、図１６のＴＶ信号処理部１０６の動作につい
て説明する。
【０１１０】
コントローラ１１２は、まず最初に、ステップＳ１において、電子機器が、Ｉ／Ｆ１１１
およびセレクタ１０４を介して電気的に接続されているかどうかをチェックし、ステップ
Ｓ２に進む。ステップＳ２では、コントローラ１１２は、ステップＳ１のチェックの結果
に基づいて、電子機器が電気的に接続されているかどうかを判定する。
【０１１１】
ステップＳ２において、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続されている電子機器がない
と判定された場合、即ち、ベイ４に、電子機器が収納されていない場合、あるいは、ベイ
４に、電子機器が収納されていても、セレクタ１０４において、その電子機器とＴＶ信号
処理部１０６とが電気的に接続されるように選択が行われていない場合、ステップＳ３に
進み、コントローラ１１２は、信号処理回路１１３に対して、通常の機能による処理を行
うことを指令する。これにより、ステップＳ３において、信号処理回路１１３は、通常の
信号処理を行い、その後、処理を終了する。
【０１１２】
即ち、ＴＶ信号処理部１０６が、他の電子機器と接続されていない場合、チューナ１０５
（図１５）は、ＴＶ信号から、所定のチャンネルのベースバンドの信号を抽出し、セレク
タ１０４を介して、ＴＶ信号処理部１０６に供給する。ＴＶ信号処理部１０６では、Ｉ／
Ｆ１１１が、セレクタ１０４を介して供給されるベースバンドの画像信号を受信し、信号
処理回路１１３に供給する。信号処理回路１１３は、Ｉ／Ｆ１１１からの画像信号に対し
て、コンポジット信号をコンポーネント信号に変換するコンポジット／コンポーネント変
換処理と、ＳＤ画像信号をＨＤ画像信号に変換することにより空間解像度を向上させる空
間解像度向上処理を一括で施す機能を有しており、その機能に基づく処理を行い、さらに
、その結果得られるコンポーネント信号のＨＤ画像信号を、Ｉ／Ｆ１１１およびセレクタ
１０４を介して、ＣＲＴ２に供給する。これにより、ＣＲＴ２では、高解像度の画像であ
るＨＤ画像が表示される。
【０１１３】
一方、ステップＳ２において、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続されている電子機器
があると判定された場合、即ち、ベイ４に、電子機器が収納されており、さらに、必要に
応じて、セレクタ１０４において、その電子機器とＴＶ信号処理部１０６とが電気的に接
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続されるように選択が行われている場合、ステップＳ４に進み、コントローラ１１２は、
Ｉ／Ｆ１１１およびセレクタ１０４を介して、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続され
ている電子機器（以下、適宜、接続機器という）に対して、機能ＩＤを要求し、ステップ
Ｓ５に進む。
【０１１４】
ステップＳ５では、コントローラ１１２は、ステップＳ４における機能ＩＤの要求に対応
して、接続機器から、その機能ＩＤが送信されてきたかどうかを判定する。ステップＳ５
において、接続機器から機能ＩＤが送信されてこないと判定された場合、ステップＳ３に
進み、以下、基本的には、上述の場合と同様の処理が行われる。
【０１１５】
即ち、接続機器から機能ＩＤが送信されてこないということは、その接続機器が、図１７
に示した電子機器１１のような対応電子機器ではないということである。ＴＶ信号処理部
１０６では、接続機器が対応電子機器でない場合、つまり接続機器が非対応電子機器であ
る場合には、信号処理回路１１３において、その非対応電子機器から、セレクタ１０４お
よびＩ／Ｆ１１１を介して供給される画像信号に対して、上述した場合と同様の処理を施
す。
【０１１６】
一方、ステップＳ５において、接続機器から機能ＩＤが送信されてきたと判定された場合
、ステップＳ６に進み、コントローラ１１２は、接続機器からの機能ＩＤを受信し、その
機能ＩＤに基づき、ＩＤテーブルを参照することで、処理分担を認識し、さらに信号パス
を設定する。
【０１１７】
即ち、ＩＤテーブルには、電子機器の機能ＩＤと、その機能ＩＤを有する電子機器と接続
されたときに、信号処理回路１１３に行わせる処理の内容を表す処理情報とが対応付けら
れており、コントローラ１１２は、接続機器から受信した機能ＩＤに対応付けられている
処理情報を認識する。そして、コントローラ１１２は、その処理情報が表す処理を、信号
処理回路１１３が分担すべき処理として認識する。
【０１１８】
ここで、ＴＶ信号処理部１０６は、対応電子機器と電気的に接続されたときに、その対応
電子機器と、いわば一体となって、全体で１つの装置であるかのように協調し、入力信号
に対して最適な処理を施すようになっている。つまり、装置それぞれにおいて、各装置の
信号処理の効果や機能は、接続された装置に対応して変化する。この信号処理の効果や機
能の変化により、各装置からなるシステム全体における、入力信号に対する最適な処理が
実現される。従って、この場合、ＴＶ信号処理部１０６と対応電子機器は、全体として、
入力信号に対し、最適な処理を分担して施す。ＴＶ信号処理部１０６のコントローラ１１
２に記憶されているＩＤテーブルには、そのような最適な処理を行うために、ＴＶ信号処
理部１０６が、対応電子機器と協調して分担（協調分担）すべき処理に関する処理情報が
、対応電子機器の機能ＩＤに対応付けられている。
【０１１９】
コントローラ１１２は、入力信号に対する処理の分担を認識すると、信号処理回路１１３
と接続機器における、入力信号の処理順序を表す経路としての信号パスを設定する。
【０１２０】
その後、ステップＳ７に進み、コントローラ１１２は、信号処理回路１１３に、分担した
処理（ステップＳ６で認識した処理情報が表す処理）を行わせることができるように、信
号処理回路１１３の機能を制御する制御信号を生成し、信号処理回路１１３に供給する。
信号処理回路１１３は、コントローラ１１２からの制御信号にしたがい、その機能を変化
させ、ステップＳ８に進む。
【０１２１】
ステップＳ８では、信号処理回路１１３は、信号パスにしたがって供給される入力信号に
対して、変化後の機能に対応する処理を施し、その処理結果を、信号パスにしたがって出
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力する。そして、入力信号に対する処理が終了すると、ステップＳ９に進み、コントロー
ラ１１２は、信号処理回路１１３に制御信号を送信し、これにより、信号処理回路１１３
の機能を元に復元して、処理を終了する。
【０１２２】
なお、接続機器が、例えば、図１７に示した、対応電子機器である電子機器１１である場
合には、電子機器１１でも、図１８のフローチャートにしたがった処理と同様の処理が行
われる。この場合、電子機器１１は、ＴＶ信号処理部１０６に対して、機能ＩＤを要求す
る。この要求は、ＴＶ信号処理部１０６のコントローラ１１２で受信され、コントローラ
１１２は、自身が記憶している機能ＩＤを、電子機器１１に送信する。電子機器１１のコ
ントローラ１２２は、ＴＶ信号処理部１０６からの機能ＩＤを受信し、その機能ＩＤに基
づき、自身が記憶しているＩＤテーブルを参照することで、電子機器１１が、ＴＶ信号処
理部１０６と協調して分担（協調分担）すべき処理に関する処理情報を認識する。そして
、電子機器１１では、コントローラ１２２において、信号処理回路１２３の機能を、認識
された処理情報にしたがって変化させるように制御が行われる。
【０１２３】
以上のように、ＴＶ信号処理回路１１３や電子機器１１は、他の装置が接続されていると
きと接続されていないときとで、その機能を変化させ、入力信号に対する処理を、他の装
置と協調して分担するので、ＴＶ信号処理回路１１３（または他の装置）単独の場合や、
電子機器１１単独の場合よりも高品質の処理結果を得ることが可能となる。
【０１２４】
即ち、ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１とが、電気的に接続されていない場合、ＴＶ
信号処理部１０６と電子機器１１とは、図１９に示すように、それぞれ単独で処理を行う
。なお、ここでは、電子機器１１は、例えば、ＤＶＤプレーヤであるとする。
【０１２５】
図１９の実施の形態では、ＴＶ信号処理部１０６は、例えば、図１９（Ａ）に示すように
、信号処理回路１１３において、チューナ１０５（図１５）から、セレクタ１０４および
Ｉ／Ｆ１１１を介して供給されるコンポジット信号のＳＤ画像信号に対して、コンポジッ
ト／コンポーネント変換処理と、空間解像度向上処理を一括で施し、その結果得られるコ
ンポーネント信号のＨＤ画像信号を、Ｉ／Ｆ１１１およびセレクタ１０４を介して、ＣＲ
Ｔ２に供給する。
【０１２６】
また、ＤＶＤプレーヤである電子機器１１は、図１９（Ｂ）に示すように、特有ブロック
１２４において、ＤＶＤに記録された信号を再生し、信号処理回路１２３に供給する。信
号処理回路１２３は、ＤＶＤからの再生信号に対して、例えば、ＭＰＥＧ復号処理と、空
間解像度向上処理を一括で施し、その結果得られるコンポーネント信号のＨＤ画像信号を
、Ｉ／Ｆ１２１を介して出力する。
【０１２７】
一方、ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１とが、電気的に接続されている場合、ＴＶ信
号処理部１０６と電子機器１１とは、図２０に示すように、入力信号に対する処理を協調
分担する。ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１は、それぞれに分担された処理を、自身
の機能を変化させることで行う。
【０１２８】
即ち、図２０の実施の形態では、ＴＶ信号処理部１０６における信号処理回路１１３の機
能は、コンポジット／コンポーネント変換処理と空間解像度向上処理を一括で施す機能か
ら、空間解像度向上処理のみを施す機能に変化している。一方、電子機器１１における信
号処理回路１２３の機能は、ＭＰＥＧ復号処理および空間解像度向上処理を一括で施す機
能から、ＭＰＥＧ復号処理および歪み除去処理を一括で施す機能に変化している。また、
図２０の実施の形態では、信号パスが、電子機器１１における特有ブロック１２４、信号
処理回路１２３、Ｉ／Ｆ１２１、セレクタ１０４、ＴＶ信号処理部１０６におけるＩ／Ｆ
１１１、信号処理回路１１３、Ｉ／Ｆ１１１、セレクタ１０４の順で設定されている。
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【０１２９】
以上のように、信号処理回路１１３と１２３の機能が変更され、さらに、信号パスが設定
されると、電気的に接続されているＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１では、図２１の
フローチャートに示すような処理が行われる。
【０１３０】
即ち、ＤＶＤプレーヤである電子機器１１の特有ブロック１２４において、ＤＶＤに記録
された信号が再生され、信号処理回路１２３に供給される。信号処理回路１２３は、ステ
ップＳ１１において、ＤＶＤからの再生信号に対して、ＭＰＥＧ復号処理と歪み除去処理
を一括で施し、その結果得られるコンポーネント信号のＳＤ画像信号（歪みが除去された
もの）を、Ｉ／Ｆ１２１を介して出力する。
【０１３１】
ここで、歪み除去処理では、ＭＰＥＧ符号化に起因して生じるブロック歪み等の歪みが除
去される。
【０１３２】
以上のようにして、電子機器１１のＩ／Ｆ１２１が出力するコンポーネント信号のＳＤ画
像信号は、セレクタ１０４で受信され、ＴＶ信号処理部１０６に供給される。
【０１３３】
ＴＶ信号処理部１０６では、信号処理回路１１３が、セレクタ１０４からのコンポーネン
ト信号のＳＤ画像信号を、Ｉ／Ｆ１１１を介して受信し、ステップＳ１２において、その
ＳＤ画像信号を対象として空間解像度向上処理を行う。信号処理回路１１３において空間
解像度向上処理が行われることにより得られるコンポーネント信号のＨＤ画像信号は、Ｉ
／Ｆ１１１を介して、セレクタ１０４に供給される。
【０１３４】
セレクタ１０４は、ＨＤ画像信号を、例えば、ＣＲＴ２（図１５）に供給し、これにより
、ＣＲＴ２においては、ＤＶＤに記録された信号をＭＰＥＧ復号し、歪み除去を行って、
その空間解像度を向上させたコンポーネント信号のＨＤ画像が表示される。
【０１３５】
次に、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３の機能は、上述のように、コンポジッ
ト／コンポーネント変換処理と空間解像度向上処理を一括で施す機能から、空間解像度向
上処理のみを施す機能に変化する。また、電子機器１１における信号処理回路１２３の機
能も、上述のように、ＭＰＥＧ復号処理および空間解像度向上処理を一括で施す機能から
、ＭＰＥＧ復号処理および歪み除去処理を一括で施す機能に変化する。
【０１３６】
このように機能が変化する信号処理回路は、例えば、本件出願人が先に提案しているクラ
ス分類適応処理によって実現することが可能である。
【０１３７】
クラス分類適応処理は、クラス分類処理と適応処理とからなり、クラス分類処理によって
、信号（データ）が、その性質に基づいてクラス分けされ、各クラスごとに適応処理が施
される。
【０１３８】
ここで、適応処理について、ＳＤ画像をＨＤ画像に変換する空間解像度向上処理を行う場
合を例に説明する。
【０１３９】
この場合、適応処理では、ＳＤ画像を構成する画素（以下、適宜、ＳＤ画素という）と、
所定のタップ係数との線形結合により、そのＳＤ画像の空間解像度を向上させたＨＤ画像
の画素の予測値を求めることで、そのＳＤ画像の解像度を向上させた画像が得られる。
【０１４０】
具体的には、例えば、いま、あるＨＤ画像を教師データとするとともに、そのＨＤ画像の
解像度を劣化させたＳＤ画像を生徒データとして、ＨＤ画像を構成する画素（以下、適宜
、ＨＤ画素という）の画素値ｙの予測値Ｅ［ｙ］を、幾つかのＳＤ画素（ＳＤ画像を構成
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する画素）の画素値ｘ1，ｘ2，・・・の集合と、所定のタップ係数ｗ1，ｗ2，・・・の線
形結合により規定される線形１次結合モデルにより求めることを考える。この場合、予測
値Ｅ［ｙ］は、次式で表すことができる。
【０１４１】
Ｅ［ｙ］＝ｗ1ｘ1＋ｗ2ｘ2＋・・・
・・・（１）
【０１４２】
式（１）を一般化するために、タップ係数ｗjの集合でなる行列Ｗ、生徒データｘijの集
合でなる行列Ｘ、および予測値Ｅ［ｙj］の集合でなる行列Ｙ’を、
【数１】

で定義すると、次のような観測方程式が成立する。
【０１４３】
ＸＷ＝Ｙ’
・・・（２）
【０１４４】
ここで、行列Ｘの成分ｘijは、ｉ件目の生徒データの集合（ｉ件目の教師データｙiの予
測に用いる生徒データの集合）の中のｊ番目の生徒データを意味し、行列Ｗの成分ｗjは
、生徒データの集合の中のｊ番目の生徒データとの積が演算されるタップ係数を表す。ま
た、ｙiは、ｉ件目の教師データを表し、従って、Ｅ［ｙi］は、ｉ件目の教師データの予
測値を表す。なお、式（１）の左辺におけるｙは、行列Ｙの成分ｙiのサフィックスｉを
省略したものであり、また、式（１）の右辺におけるｘ1，ｘ2，・・・も、行列Ｘの成分
ｘijのサフィックスｉを省略したものである。
【０１４５】
そして、この観測方程式に最小自乗法を適用して、ＨＤ画素の画素値ｙに近い予測値Ｅ［
ｙ］を求めることを考える。この場合、教師データとなるＨＤ画素の真の画素値ｙの集合
でなる行列Ｙ、およびＨＤ画素の画素値ｙに対する予測値Ｅ［ｙ］の残差ｅの集合でなる
行列Ｅを、
【数２】

で定義すると、式（２）から、次のような残差方程式が成立する。
【０１４６】
ＸＷ＝Ｙ＋Ｅ
・・・（３）
【０１４７】
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自乗誤差
【数３】

を最小にすることで求めることができる。
【０１４８】
従って、上述の自乗誤差をタップ係数ｗjで微分したものが０になる場合、即ち、次式を
満たすタップ係数ｗjが、ＨＤ画素の画素値ｙに近い予測値Ｅ［ｙ］を求めるため最適値
ということになる。
【０１４９】
【数４】

・・・（４）
【０１５０】
そこで、まず、式（３）を、タップ係数ｗjで微分することにより、次式が成立する。
【０１５１】
【数５】

・・・（５）
【０１５２】
式（４）および（５）より、式（６）が得られる。
【０１５３】
【数６】

・・・（６）
【０１５４】
さらに、式（３）の残差方程式における生徒データｘij、タップ係数ｗj、教師データｙi

、および残差ｅiの関係を考慮すると、式（６）から、次のような正規方程式を得ること
ができる。
【０１５５】
【数７】
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・・・（７）
【０１５６】
なお、式（７）に示した正規方程式は、行列（共分散行列）Ａおよびベクトルｖを、
【数８】

で定義するとともに、ベクトルＷを、数１で示したように定義すると、式
ＡＷ＝ｖ
・・・（８）
で表すことができる。
【０１５７】
式（７）における各正規方程式は、生徒データｘijおよび教師データｙiのセットを、あ
る程度の数だけ用意することで、求めるべきタップ係数ｗjの数Ｊと同じ数だけたてるこ
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とができ、従って、式（８）を、ベクトルＷについて解くことで（但し、式（８）を解く
には、式（８）における行列Ａが正則である必要がある）、最適なタップ係数ｗjを求め
ることができる。なお、式（８）を解くにあたっては、例えば、掃き出し法（Gauss-Jord
anの消去法）などを用いることが可能である。
【０１５８】
以上のように、生徒データと教師データを用いて、生徒データとタップ係数から、教師デ
ータを予測するのに最適なタップ係数ｗjを求める学習をしておき、さらに、そのタップ
係数ｗjを用い、式（１）により、教師データｙに近い予測値Ｅ［ｙ］を求めるのが適応
処理である。
【０１５９】
なお、適応処理は、ＳＤ画像には含まれていないが、ＨＤ画像に含まれる成分が再現され
る点で、例えば、単なる補間処理とは異なる。即ち、適応処理では、式（１）だけを見る
限りは、いわゆる補間フィルタを用いての補間処理と同一に見えるが、その補間フィルタ
のタップ係数に相当するタップ係数ｗが、教師データと生徒データを用いての学習により
求められるため、ＨＤ画像に含まれる成分を再現することができる。このことから、適応
処理は、いわば画像の創造（解像度創造）作用がある処理ということができる。
【０１６０】
また、ここでは、適応処理について、空間解像度を向上させる場合を例にして説明したが
、適応処理によれば、教師データおよび生徒データを変えて学習を行うことにより得られ
る種々のタップ係数を用いることで、例えば、Ｓ／Ｎ(Signal to Noise Ratio)の向上や
、ぼけの改善、その他の各種の処理を行うことが可能である。
【０１６１】
即ち、例えば、Ｓ／Ｎの向上やぼけの改善を、適応処理によって行うには、Ｓ／Ｎの高い
画像データを教師データとするとともに、その教師データのＳ／Ｎを低下させた画像や、
ぼかした画像を生徒データとして、タップ係数を求めればよい。
【０１６２】
また、例えば、コンポジット／コンポーネント変換処理と空間解像度向上処理を、適応処
理によって一括で施すには、コンポーネント信号のＨＤ画像を教師データとするとともに
、その教師データの空間解像度を低下させ、さらにコンポジット信号に変換した画像を生
徒データとして、タップ係数を求めればよい。
【０１６３】
また、例えば、コンポーネント信号の画像に対し、空間解像度向上処理を、適応処理によ
って施すには、コンポーネント信号のＨＤ画像を教師データとするとともに、その教師デ
ータの空間解像度を低下させたＳＤ画像を生徒データとして、タップ係数を求めればよい
。
【０１６４】
また、例えば、ＭＰＥＧ符号化された画像に対し、ＭＰＥＧ復号処理および空間解像度向
上処理を、適応処理によって一括で施すには、コンポーネント信号のＨＤ画像をＭＰＥＧ
符号化して復号したものを教師データとするとともに、その教師データの空間解像度を低
下させ、さらにＭＰＥＧ符号化した符号化データを生徒データとして、タップ係数を求め
れば良い。あるいは、また、例えば、コンポーネント信号の画像を教師データとするとと
もに、その教師データをＭＰＥＧ符号化した符号化データを生徒データとして、タップ係
数を求めても良い。
【０１６５】
次に、図２２は、上述のようなクラス分類適応処理を行うクラス分類適応処理回路によっ
て実現される、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理部１１３の構成例を示している。なお、
電子機器１１（図１７）の信号処理部１２３も同様に構成される。
【０１６６】
信号処理回路１１３において処理すべき入力データ（入力信号）は、バッファ１３１に供
給され、バッファ１３１は、そこに供給される入力データを一時記憶する。
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【０１６７】
予測タップ抽出回路１３２は、後述する積和演算回路１３６において求めようとする出力
データを、順次、注目データとし、さらに、その注目データを予測するのに用いる入力デ
ータを、バッファ１３１から抽出し、予測タップとする。
【０１６８】
即ち、例えば、入力データがＳＤ画像データであり、出力データが、そのＳＤ画像の空間
解像度を向上させたＨＤ画像データである場合には、予測タップ抽出回路１３２は、例え
ば、注目データとしてのＨＤ画素に対応する位置に対して、空間的または時間的に近い位
置にあるＳＤ画像のＳＤ画素の幾つかを、予測タップとして抽出する。
【０１６９】
また、例えば、入力データが、画像をＭＰＥＧ符号化した符号化データであり、出力デー
タが、その符号化データをＭＰＥＧ復号した画像データである場合には、予測タップ抽出
回路１３２は、例えば、注目データとしての画素を含むＤＣＴブロック（ＭＰＥＧ符号化
の際のＤＣＴ(Discrete Cosine Transform)処理の単位となるブロック）を構成するＤＣ
Ｔ係数や、そのＤＣＴブロックから空間的または時間的に近い位置にあるＤＣＴ係数等を
、さらには、注目データとしての画素が、他のフレーム（またはフィールド）の画像を予
測画像としてＭＰＥＧ符号化されたものであるとき（例えば、ＰピクチャやＢピクチャで
あるとき）には、その予測画像を構成する画素のＤＣＴ係数等を、予測タップとして抽出
する。
なお、その他、既に出力データとして出力された、予測画像となる画像の画素を、予測タ
ップとすることも可能である。
【０１７０】
予測タップ抽出回路１３２は、注目データについて、予測タップを得ると、その注目デー
タについての予測タップを、積和演算回路１３６に供給する。
【０１７１】
ここで、予測タップ抽出回路１３２には、機能制御部１３７から制御信号が供給されるよ
うになっており、予測タップ抽出回路１３２は、機能制御部１３７からの制御信号にした
がって、予測タップを構成させる入力データ（さらには、出力データ）、即ち、予測タッ
プの構造を決定する。
【０１７２】
クラスタップ抽出回路１３３は、注目データを、幾つかのクラスのうちのいずれかに分類
するためのクラス分類に用いる入力データを、バッファ１３１から抽出し、クラスタップ
とする。
【０１７３】
ここで、クラスタップ抽出回路１３３にも、機能制御部１３７から制御信号が供給される
ようになっており、クラスタップ抽出回路１３３も、予測タップ抽出回路１３２と同様に
、機能制御部１３７からの制御信号にしたがって、クラスタップを構成させる入力データ
、即ち、クラスタップの構造を決定する。
【０１７４】
なお、ここでは、説明を簡単にするために、例えば、予測タップ抽出回路１３２で得られ
る予測タップと、クラスタップ抽出回路１３３で得られるクラスタップとは、同一のタッ
プ構造を有するものとする。但し、勿論、予測タップとクラスタップとは、独立のタップ
構造を有するものとすることが可能である。
【０１７５】
クラスタップ抽出回路１３３において得られる、注目データについてのクラスタップは、
クラス分類回路１３４に供給される。クラス分類回路１３４は、クラスタップ抽出回路１
３３からのクラスタップに基づき、注目データをクラス分類し、その結果得られるクラス
に対応するクラスコードを出力する。
【０１７６】
ここで、クラス分類を行う方法としては、例えば、ADRC(Adaptive Dynamic Range Coding
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)等を採用することができる。
【０１７７】
ADRCを用いる方法では、クラスタップを構成する入力データが、ADRC処理され、その結果
得られるADRCコードにしたがって、注目データのクラスが決定される。
【０１７８】
なお、KビットADRCにおいては、例えば、クラスタップを構成する入力データの最大値MAX
と最小値MINが検出され、DR=MAX-MINを、集合の局所的なダイナミックレンジとし、この
ダイナミックレンジDRに基づいて、クラスタップを構成する入力データがKビットに再量
子化される。即ち、クラスタップを構成する各入力データから、最小値MINが減算され、
その減算値がDR/2Kで除算（量子化）される。そして、以上のようにして得られる、クラ
スタップを構成するKビットの各入力データを、所定の順番で並べたビット列が、ADRCコ
ードとして出力される。従って、クラスタップが、例えば、１ビットADRC処理された場合
には、そのクラスタップを構成する各入力データは、最小値MINが減算された後に、最大
値MAXと最小値MINとの平均値で除算され、これにより、各入力データが１ビットとされる
（２値化される）。そして、その１ビットの入力データを所定の順番で並べたビット列が
、ADRCコードとして出力される。
【０１７９】
なお、クラス分類回路１３４には、例えば、クラスタップを構成する入力データのレベル
分布のパターンを、そのままクラスコードとして出力させることも可能であるが、この場
合、クラスタップが、Ｎ個の入力データで構成され、各入力データに、Ｋビットが割り当
てられているとすると、クラス分類回路１３４が出力するクラスコードの場合の数は、（
２N）K通りとなり、入力データのビット数Ｋに指数的に比例した膨大な数となる。
【０１８０】
従って、クラス分類回路１３４においては、クラスタップの情報量を、上述のADRC処理や
、あるいはベクトル量子化等によって圧縮してから、クラス分類を行うのが好ましい。
【０１８１】
クラス分類回路１３４が出力するクラスコードは、係数記憶部１３５に、アドレスとして
与えられる。
【０１８２】
係数記憶部１３５は、学習処理が行われることにより得られるタップ係数を記憶しており
、クラス分類回路１３４が出力するクラスコードに対応するアドレスに記憶されているタ
ップ係数を、積和演算回路１３６に出力する。
【０１８３】
なお、係数記憶部１３５には、後述するように、複数セットの教師データと生徒データを
それぞれ用いた学習を行うことにより得られる複数セット（複数種類）のタップ係数が記
憶されている。係数記憶部１３５において、複数セットのタップ係数のうち、どのセット
のタップ係数を用いるかは、機能制御部１３７からの制御信号にしたがって決定される。
即ち、係数記憶部１３５には、機能制御部１３７が出力する制御信号が供給されるように
なっており、係数記憶部１３５は、その制御信号にしたがって、用いるタップ係数のセッ
トを決定し、そのタップ係数のセットの中から、クラス分類回路１３４より供給されるク
ラスコードに対応するものを、積和演算回路１３６に出力する。
【０１８４】
積和演算回路１３６は、予測タップ抽出回路１３２が出力する予測タップと、係数記憶部
１３５が出力するタップ係数とを取得し、その予測タップとタップ係数とを用いて、式（
１）に示した線形予測演算（積和演算）を行い、その演算結果を、出力データとして出力
する。
【０１８５】
機能制御部１３７には、コントローラ１１２（図１６）から制御信号が供給されるように
なっており、機能制御部１３７は、その制御信号にしたがって、予測タップ抽出回路１３
２、クラスタップ抽出回路１３３、および係数記憶部１３５を制御する。
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【０１８６】
次に、図２３は、図２２の係数記憶部１３５に記憶させるタップ係数の学習処理を行う学
習装置の一実施の形態の構成例を示している。
【０１８７】
教師データ生成回路１４１には、学習に用いられる学習用データが供給される。ここで、
学習用データとしては、ＨＤ画像データ等の、品質の高いデータを用いることができる。
【０１８８】
教師データ生成回路１４１は、学習用データから、学習の教師となる教師データを生成す
る。
【０１８９】
即ち、例えば、学習用データがＨＤ画像データである場合において、学習により求めよう
とするタップ係数が、ＳＤ画像をＨＤ画像に変換するためのものであるときや、ＭＰＥＧ
符号化データをＨＤ画像に変換するためのものであるとき等には、教師データ生成回路１
４１は、学習用データとしてのＨＤ画像データを、そのまま教師データとして出力する。
【０１９０】
また、例えば、学習用データがＨＤ画像データである場合において、学習により求めよう
とするタップ係数が、Ｓ／Ｎの低いＳＤ画像をＳ／Ｎの高いＳＤ画像に変換するためのも
のであるときや、ＭＰＥＧ符号化データをＳＤ画像に変換するためのものであるとき等に
は、教師データ生成回路１４１は、学習用データとしてのＨＤ画像データから、その画素
数を間引く等して、ＳＤ画像データを生成し、これを、教師データとして出力する。
【０１９１】
教師データ生成回路１４１が出力する教師データは、教師データメモリ１４２に供給され
る。教師データメモリ１４２は、教師データ生成回路１４１からの教師データを記憶する
。
【０１９２】
生徒データ生成回路１４３は、教師データメモリ１４２に記憶された教師データから、学
習の生徒となる生徒データを生成する。
【０１９３】
即ち、例えば、学習により求めようとするタップ係数が、ＳＤ画像をＨＤ画像に変換する
ためのものである場合には、教師データメモリ１４２には、上述のように、教師データと
してのＨＤ画像が記憶されるが、この場合、生徒データ生成回路１４３は、教師データの
画素数を間引く等して、ＳＤ画像データを生成し、これを、生徒データとして出力する。
【０１９４】
また、例えば、学習により求めようとするタップ係数が、ＭＰＥＧ符号化データをＨＤ画
像に変換するためのものである場合には、教師データメモリ１４２には、上述のように、
教師データとしてのＨＤ画像が記憶されるが、この場合、生徒データ生成回路１４３は、
教師データをＭＰＥＧ符号化することにより符号化データを生成し、これを、生徒データ
として出力する。
【０１９５】
さらに、例えば、学習により求めようとするタップ係数が、Ｓ／Ｎの低いＳＤ画像をＳ／
Ｎの高いＳＤ画像に変換するためのものである場合には、教師データメモリ１４２には、
上述のように、教師データとしてのＳＤ画像が記憶されるが、この場合、生徒データ生成
回路１４３は、教師データにノイズを付加することにより、Ｓ／Ｎの低いＳＤ画像データ
を生成し、これを、生徒データとして出力する。
【０１９６】
また、例えば、学習により求めようとするタップ係数が、ＭＰＥＧ符号化データをＳＤ画
像に変換するためのものである場合には、教師データメモリ１４２には、上述のように、
教師データとしてのＳＤ画像が記憶されるが、この場合、生徒データ生成回路１４３は、
教師データをＭＰＥＧ符号化することにより符号化データを生成し、これを、生徒データ
として出力する。
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【０１９７】
生徒データ生成回路１４３が出力する生徒データは、生徒データメモリ１４４に供給され
る。生徒データメモリ１４４は、生徒データ生成回路１４３から供給される生徒データを
記憶する。
【０１９８】
予測タップ抽出回路１４５は、教師データメモリ１４２に記憶された教師データを、順次
、注目データとし、さらに、その注目データを予測するのに用いる生徒データを、生徒デ
ータメモリ１４４から抽出し、図２２の予測タップ抽出回路１３２が構成するのと同一の
タップ構造の予測タップを構成する。予測タップ抽出回路１４５で得られた予測タップは
、正規方程式加算回路１４８に供給される。
【０１９９】
クラスタップ抽出回路１４６は、注目データのクラス分類に用いる生徒データを、生徒デ
ータメモリ１４４から抽出し、図２２のクラスタップ抽出回路１３３が構成するのと同一
のタップ構造のクラスタップを構成して、クラス分類回路１４７に供給する。クラス分類
回路１４７は、図２２のクラス分類回路１３４と同様に、クラスタップ抽出回路１４６か
らのクラスタップを用いてクラス分類を行い、注目データのクラスを表すクラスコードを
、正規方程式加算回路１４８に供給する。
【０２００】
正規方程式加算回路１４８は、教師データメモリ１４２から、注目データとなっている教
師データを読み出し、予測タップ抽出回路１４５からの予測タップを構成する生徒データ
、および注目データとしての教師データを対象とした足し込みを、クラス分類回路１４７
から供給されるクラスコードが表すクラスごとに行う。
【０２０１】
即ち、正規方程式加算回路１４８は、クラス分類回路１４７から供給されるクラスコード
に対応するクラスごとに、予測タップ（生徒データ）を用い、式（８）の行列Ａにおける
各コンポーネントとなっている、生徒データどうしの乗算（ｘinｘim）と、サメーション
（Σ）に相当する演算を行う。
【０２０２】
さらに、正規方程式加算回路１４８は、やはり、クラス分類回路１４７から供給されるク
ラスコードに対応するクラスごとに、予測タップ（生徒データ）および注目画素（教師デ
ータ）を用い、式（８）のベクトルｖにおける各コンポーネントとなっている、生徒デー
タと教師データの乗算（ｘinｙi）と、サメーション（Σ）に相当する演算を行う。
【０２０３】
正規方程式加算回路１４８は、以上の足し込みを、教師データメモリ１４２に記憶された
教師データすべてを注目データとして行い、これにより、各クラスについて、式（８）に
示した正規方程式をたてる。
【０２０４】
タップ係数決定回路１４９は、正規方程式加算回路１４８においてクラスごとに生成され
た正規方程式を解くことにより、クラスごとに、タップ係数を求め、係数テーブル記憶部
１５０の、各クラスに対応するアドレスに供給する。
【０２０５】
なお、学習用データとして用意するデータによっては、正規方程式加算回路１４８におい
て、タップ係数を求めるのに必要な数の正規方程式が得られないクラスが生じる場合があ
り得るが、タップ係数決定回路１４９は、そのようなクラスについては、例えば、デフォ
ルトのタップ係数を出力する。
【０２０６】
係数テーブル記憶部１５０は、タップ係数決定回路１４９から供給されるクラスごとのタ
ップ係数を記憶する。
【０２０７】
制御回路１５１は、教師データ生成回路１４１、生徒データ生成回路１４２、予測タップ
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抽出回路１４５、およびクラスタップ抽出回路１４６を制御する。
【０２０８】
即ち、図２３の学習装置においては、どのような処理を行うタップ係数を学習するかを表
す情報として、そのタップ係数を用いて行われる処理の内容を表す処理情報が、図示せぬ
操作部が操作されることにより、制御回路１５１に設定されるようになっている。制御回
路１５１は、操作部が操作されることにより設定される処理情報にしたがい、教師データ
生成回路１４１、生徒データ生成回路１４２、予測タップ抽出回路１４５、およびクラス
タップ抽出回路１４６を制御する。
【０２０９】
これにより、教師データ生成回路１４１では、制御回路１５１の制御にしたがい、学習用
データから教師データが生成される。生徒データ生成回路１４３でも、制御回路１５１の
制御にしたがい、教師データから生徒データが生成される。
さらに、予測タップ抽出回路１４５でも、制御回路１５１の制御にしたがい、予測タップ
のタップ構造が設定され、そのようなタップ構造の予測タップが生成される。クラスタッ
プ抽出回路１４６でも、制御回路１５１の制御にしたがい、クラスタップのタップ構造が
設定され、そのようなタップ構造のクラスタップが生成される。
【０２１０】
次に、図２４のフローチャートを参照して、図２３の学習装置の処理（学習処理）につい
て説明する。
【０２１１】
まず最初に、ステップＳ２１において、制御回路１５１は、設定された処理情報に基づい
て、教師データ生成回路１４１、生徒データ生成回路１４２、予測タップ抽出回路１４５
、およびクラスタップ抽出回路１４６を制御する。これにより、教師データ生成回路１４
１では、学習用データから教師データの生成方法が設定され、生徒データ生成回路１４３
では、教師データから生徒データの生成方法が設定される。さらに、予測タップ抽出回路
１４５では予測タップのタップ構造が設定され、クラスタップ抽出回路１４６では、クラ
スタップのタップ構造が設定される。
【０２１２】
そして、ステップＳ２２に進み、教師データ生成回路１４１は、ステップＳ２１で設定し
た生成方法にしたがい、そこに供給される学習用データから教師データを生成し、教師デ
ータメモリ１４２に供給して記憶させる。
【０２１３】
その後、生徒データ生成回路１４３は、ステップＳ２３において、ステップＳ２１で設定
した生成方法にしたがい、教師データメモリ１４２に記憶された教師データから生徒デー
タを生成し、生徒データメモリ１４４に供給して記憶させる。
【０２１４】
そして、ステップＳ２４に進み、予測タップ抽出回路１４５が、教師データメモリ１４２
に記憶された教師データのうち、まだ、注目データとされていないものを注目データとす
る。さらに、予測タップ抽出回路１４５は、生徒データメモリ１４４から生徒データを読
み出すことにより、注目データについて、ステップＳ２１で設定したタップ構造となる予
測タップを生成し、正規方程式加算回路１４８に供給する。
【０２１５】
また、ステップＳ２４では、クラスタップ抽出回路１４６が、生徒データメモリ１４４か
ら生徒データを読み出すことにより、注目データについて、ステップＳ２１で設定したタ
ップ構造となるクラスタップを生成し、クラス分類回路１４７に供給して、ステップＳ２
５に進む。
【０２１６】
ステップＳ２５では、クラス分類回路１４７が、クラスタップ抽出回路１４６からのクラ
スタップを用いてクラス分類を行い、注目データについてのクラスコードを求める。この
クラスコードは、クラス分類回路１４７から正規方程式加算回路１４８に供給される。
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【０２１７】
正規方程式加算回路１４８は、ステップＳ２６において、教師データメモリ１４２から、
注目データとなっている教師データを読み出し、予測タップ抽出回路１４５から供給され
る予測タップを構成する生徒データ、および注目データとしての教師データを対象として
、式（８）の行列Ａとベクトルｖの、上述したような足し込みを行う。なお、この足し込
みは、クラス分類回路１４７からのクラスコードに対応するクラスごとに行われる。
【０２１８】
そして、ステップＳ２７に進み、予測タップ抽出回路１４５は、教師データメモリ１４２
に記憶された教師データのすべてを、注目データとして、足し込みを行ったかどうかを判
定する。ステップＳ２７において、教師データのすべてを、注目データとして、まだ足し
込みを行っていないと判定された場合、ステップＳ２４に戻り、予測タップ抽出回路１４
５は、教師データのうち、まだ、注目データとしていないものを、新たに注目データとし
て、以下、同様の処理を繰り返す。
【０２１９】
また、ステップＳ２７において、教師データすべてを、注目データとして、足し込みを行
ったと判定された場合、ステップＳ２８に進み、タップ係数決定回路１４９は、正規方程
式加算回路１４８においてステップＳ２６の足し込みが行われることにより、各クラスご
とに生成された正規方程式を解き、これにより、各クラスごとのタップ係数を求め、係数
メモリ１５０の、各クラスに対応するアドレスに供給して記憶させ、処理を終了する。
【０２２０】
以上のようにして、係数メモリ１５０には、制御回路１５１に設定された処理情報が表す
処理を行うための、各クラスごとのタップ係数が記憶される。
【０２２１】
そして、以上のような学習装置による学習処理は、制御回路１５１に設定する処理情報を
変えて行われ、各処理情報ごとのタップ係数のセットが求められる。
【０２２２】
図２２の信号処理回路１１３における係数記憶部１３５には、このようにして、複数の処
理情報それぞれに対して求められた複数のタップ係数のセットが記憶されている。
【０２２３】
即ち、図２５は、図２２の係数記憶部１３５の構成例を示している。
【０２２４】
セレクタ１６１と１６２は、機能制御部１３７（図２２）から供給される制御信号にした
がって、Ｎ個の係数メモリ１６３1乃至１６３Nのうちのいずれか１つを選択する。なお、
セレクタ１６１と１６２は、同一の係数メモリ１６３nを選択する。
【０２２５】
係数メモリ１６３1乃至１６３Nそれぞれは、図２３の学習装置で求められたタップ係数の
セットを、処理情報ごとに記憶している。
【０２２６】
以上のように構成される係数記憶部１３５では、セレクタ１６１と１６２が、機能制御部
１３７から供給される制御信号にしたがって、Ｎ個の係数メモリ１６３1乃至１６３Nの中
の１つの係数メモリ１６３nを選択する。
【０２２７】
また、セレクタ１６１には、クラス分類回路１３４からクラスコードが供給されるように
なっており、セレクタ１６１は、このクラスコードを、選択している係数メモリ１６３n

に供給する。係数メモリ１６３nは、自身が記憶している、所定の処理情報に対応するタ
ップ係数のセットから、セレクタ１６１からのクラスコードに対応するアドレスに記憶さ
れたタップ係数を読み出して出力する。
【０２２８】
係数メモリ１６３nが出力するタップ係数は、その係数メモリ１６３nを選択しているセレ
クタ１６２に供給され、セレクタ１６２は、係数メモリ１６３nから供給されるタップ係
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数を、積和演算回路１３６（図２２）に供給する。
【０２２９】
なお、処理情報ごとのタップ係数のセットを記憶する係数メモリ１６３1乃至１６３Nは、
物理的に別々のメモリである必要はない。即ち、係数メモリ１６３1乃至１６３Nは、１つ
のメモリをバンク切り替えして使用することにより実現すること等が可能である。
【０２３０】
ここで、本実施の形態では、ＴＶ信号処理部１０６における信号処理回路１１３の機能は
、コンポジット／コンポーネント変換処理と空間解像度向上処理を一括で施す機能から、
空間解像度向上処理のみを施す機能に変化するため、信号処理回路１１３の係数記憶部１
３５には、少なくとも、次のような２セットのタップ係数が記憶されている。
【０２３１】
即ち、信号処理回路１１３の係数記憶部１３５における、ある１つの係数メモリ１６３i

には、コンポーネント信号のＨＤ画像を教師データとするとともに、その教師データの空
間解像度を低下させたＳＤ画像をコンポーネント信号からコンポジット信号に変換したも
のを生徒データとして学習処理を行うことにより得られるタップ係数のセットが記憶され
ている。さらに、信号処理回路１１３の係数記憶部１３５における、他の１つの係数メモ
リ１６３jには、コンポーネント信号のＨＤ画像を教師データとするとともに、その教師
データの空間解像度を低下させたＳＤ画像を生徒データとして学習処理を行うことにより
得られるタップ係数のセットが記憶されている。
【０２３２】
また、本実施の形態では、電子機器１１（図１７）における信号処理回路１２３の機能は
、ＭＰＥＧ復号処理および空間解像度向上処理を一括で施す機能から、ＭＰＥＧ復号処理
および歪み除去処理を一括で施す機能に変化するため、電子機器１１の信号処理回路１２
３における係数記憶部１３５には、少なくとも、次のような２セットのタップ係数が記憶
されている。
【０２３３】
即ち、信号処理回路１２３の係数記憶部１３５における、ある１つの係数メモリ１６３i

には、コンポーネント信号のＨＤ画像をＭＰＥＧ符号化し、その符号化データをＭＰＥＧ
復号して得られるＨＤ画像を教師データとするとともに、その教師データの空間解像度を
低下させたＳＤ画像をＭＰＥＧ符号化した符号化データを生徒データとして学習処理を行
うことにより得られるタップ係数のセットが記憶されている。さらに、信号処理回路１２
３の係数記憶部１３５における、他の１つの係数メモリ１６３jには、コンポーネント信
号のＳＤ画像を教師データとするとともに、その教師データをＭＰＥＧ符号化した符号化
データを生徒データとして学習処理を行うことにより得られるタップ係数のセットが記憶
されている。
【０２３４】
なお、ＴＶ信号処理部１０６や電子機器１１の係数記憶部１３５には、その他のタップ係
数を記憶させておくことが可能である。即ち、係数記憶部１３５には、例えば、画像の拡
大／縮小（リサイズ）を行うタップ係数や、時間方向の解像度を向上させるタップ係数、
階調方向の解像度を向上させるタップ係数、ぼけの改善を行うタップ係数、歪みやノイズ
除去を行うタップ係数等を記憶させておくことが可能である。
【０２３５】
ここで、例えば、空間解像度や時間解像度を向上させ、あるいはリサイズを行うタップ係
数を用いたクラス分類適応処理については、特開平7-79418号公報に記載されている。ま
た、例えば、MPEG復号を行うタップ係数を用いたクラス分類適応処理については、特開20
01-320711号公報に記載されている。さらに、例えば、階調を変化させるタップ係数を用
いたクラス分類適応処理については、特開平9-219833号公報に記載されている。また、例
えば、ぼけを改善するタップ係数を用いたクラス分類適応処理については、特開平11-275
64号公報に記載されている。さらに、例えば、歪みやノイズを除去するタップ係数を用い
たクラス分類適応処理については、特開平7-115569号公報に記載されている。
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【０２３６】
以上のように、多種類のタップ係数のセットを、係数記憶部１３５に記憶させておき、そ
のうちのいずれを使用するかを切り替えることで、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路
１１３や、電子機器１１の信号処理回路１２３の機能を、容易に変化させることができる
。なお、ここでは、信号処理の効率化やメモリ使用の効率化等のために、予測タップやク
ラスタップのタップ構造が、信号処理の機能に応じて変化している。しかしながら、予測
タップやクラスタップを、各信号処理の機能に対して十分なタップ構造となるようにあら
かじめ設計した場合等においては、特に、予測タップやクラスタップのタップ構造を変化
させなくても良い。
【０２３７】
次に、図２６のフローチャートを参照して、図２２の信号処理回路１１３の処理について
説明する。
【０２３８】
機能制御部１３７は、ステップＳ３１において、コントローラ１１２から、信号処理回路
１１３の機能を変更させる制御信号を受信し、その制御信号にしたがって、予測タップ抽
出回路１３２、クラスタップ抽出回路１３３、および係数記憶部１３５を制御する。
【０２３９】
即ち、コントローラ１１２から機能制御部１３７に供給される制御信号は、コントローラ
１１２が記憶している機能ＩＤに対応付けられた処理情報を含んでおり、機能制御部１３
７は、その処理情報にしたがい、図２３の制御回路１５１と同様に、予測タップ抽出回路
１３２、クラスタップ抽出回路１３３、および係数記憶部１３５を制御する。
【０２４０】
これにより、予測タップ抽出回路１３２は、図２３の学習装置の予測タップ抽出回路１４
５における場合と同一構造のタップ構造を有する予測タップを生成するように設定され、
クラスタップ抽出回路１３３も、図２３の学習装置のクラスタップ抽出回路１４６におけ
る場合と同一構造のタップ構造を有するクラスタップを生成するように設定される。
【０２４１】
さらに、係数記憶部１３５は、機能制御部１３７からの制御信号に含まれる処理情報に対
応するタップ係数のセットを記憶している係数メモリ１６３n（図２５）を使用するよう
に設定される。
【０２４２】
その後、バッファ１３１に、入力データが供給されて記憶されると、ステップ３２に進み
、予測タップ抽出回路１３２が、積和演算回路１３６において求めようとしている出力デ
ータのうち、まだ、注目データとされていないものを注目データとし、さらに、バッファ
１３１から入力データを読み出すことにより、注目データについて、ステップＳ３１で設
定したタップ構造となる予測タップを生成（構成）し、積和演算回路１３６に供給する。
【０２４３】
さらに、ステップＳ３２では、クラスタップ抽出回路１３３が、バッファ１３１から入力
データを読み出すことにより、注目データについて、ステップＳ３１で設定したタップ構
造となるクラスタップを生成し、クラス分類回路１３４に供給して、ステップＳ３３に進
む。
【０２４４】
ステップＳ３３では、クラス分類回路１３４が、クラスタップ抽出回路１３３からのクラ
スタップを用いてクラス分類を行い、注目データについてのクラスコードを求める。この
クラスコードは、係数記憶部１３５に供給される。
【０２４５】
係数記憶部１３５（図２５）では、セレクタ１６１および１６２が、ステップＳ３１で設
定した係数メモリ１６３nを選択しており、クラス分類回路１３４からクラスコードが供
給されると、ステップＳ３４において、その係数メモリ１６３nの、クラス分類回路１３
４からのクラスコードに対応するアドレスからタップ係数を読み出し、積和演算回路１３
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６に供給する。
【０２４６】
積和演算回路１３６は、係数記憶部１３５から供給されるタップ係数を取得し、ステップ
Ｓ３５において、そのタップ係数と、ステップＳ３２で予測タップ抽出回路１３２から供
給される予測タップとを用いて、式（１）に示した積和演算を行い、注目データの予測値
を求め、出力データとして出力する。
【０２４７】
ここで、このようにして積和演算回路１３６が出力する出力データは、処理情報に対応し
たタップ構造の予測タップおよびクラスタップと、タップ係数のセットを用いて得られた
ものであり、従って、入力データに対し、処理情報が表す処理を施したものとなる。
【０２４８】
その後、ステップＳ３６に進み、予測タップ抽出回路１３２は、まだ、注目データとすべ
き出力データが存在するかどうかを判定する。ステップＳ３６において、注目データとす
べき出力データが存在すると判定された場合、ステップＳ３２に戻り、まだ注目データと
していない出力データを、新たに注目データとして、以下、同様の処理を繰り返す。
【０２４９】
一方、ステップＳ３６において、注目データとすべき出力データが存在しないと判定され
た場合、処理を終了する。
【０２５０】
以上のように、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３は、処理情報にしたがって、
予測タップ抽出回路１３２で生成される予測タップのタップ構造、クラスタップ抽出回路
１３３で構成されるクラスタップのタップ構造、および積和演算回路１３６の積和演算に
用いるタップ係数のセットの種類を設定することにより、その機能を変化させる。また、
電子機器１１（図１７）の信号処理回路１２３も、信号処理回路１２３と同様にして、そ
の機能を変化させる。そして、信号処理回路１１３と１２３は、このように機能を変化さ
せることにより、入力信号に対する処理を協調して分担する。従って、この場合、信号処
理回路１１３または１２３のうちのいずれか一方のみで処理を行う場合よりも、高品質の
出力データを得ることが可能となる。
【０２５１】
即ち、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３単独では、コンポーネント信号のＨＤ
画像を教師データとするとともに、その教師データの空間解像度を低下させたＳＤ画像を
コンポーネント信号からコンポジット信号に変換したものを生徒データとして学習処理を
行うことにより得られるタップ係数（以下、適宜、コンポジット／コンポーネント変換か
つＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数という）が用いられる。そして、このタップ係数を用いて
、チューナ１０５（図１５）が出力するベースバンドのＳＤ画像信号であって、コンポジ
ット信号となっているものが処理されることにより、そのコンポジット信号のＳＤ画像信
号が、コンポーネント信号のＨＤ画像信号に変換される。
【０２５２】
また、電子機器１１の信号処理回路１２３単独では、コンポーネント信号のＨＤ画像をＭ
ＰＥＧ符号化し、その符号化データをＭＰＥＧ復号して得られるＨＤ画像を教師データと
するとともに、その教師データの空間解像度を低下させたＳＤ画像をＭＰＥＧ符号化した
符号化データを生徒データとして学習処理を行うことにより得られるタップ係数（以下、
適宜、ＭＰＥＧ復号かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数という）が用いられる。そして、こ
のタップ係数を用いて、特有ブロック１２４（図１７）が出力する、コンポーネント信号
のＳＤ画像信号をＭＰＥＧ符号化した符号化データが処理されることにより、その符号化
データが、コンポーネント信号のＨＤ画像信号に変換される。
【０２５３】
一方、ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１とが電気的に接続された場合には、ＴＶ信号
処理部１０６の信号処理回路１１３と、電子機器１１の信号処理回路１２３とは、それぞ
れの機能を変化させ、入力信号に対する処理を協調分担する。
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【０２５４】
即ち、まず、電子機器１１の信号処理回路１２３において、コンポーネント信号のＳＤ画
像を教師データとするとともに、その教師データをＭＰＥＧ符号化した符号化データを生
徒データとして学習処理を行うことにより得られるタップ係数（以下、適宜、ＭＰＥＧ復
号用タップ係数という）を用いて、特有ブロック１２４（図１７）が出力する、コンポー
ネント信号のＳＤ画像信号をＭＰＥＧ符号化した符号化データが処理されることにより、
その符号化データが、コンポーネント信号のＳＤ画像信号に変換される。
【０２５５】
そして、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３において、コンポーネント信号のＨ
Ｄ画像を教師データとするとともに、その教師データの空間解像度を低下させたＳＤ画像
を生徒データとして学習処理を行うことにより得られるタップ係数（以下、適宜、ＳＤ／
ＨＤ変換用タップ係数という）を用いて、電子機器１１の信号処理回路１２３で得られた
コンポーネント信号のＳＤ画像信号が処理されることにより、そのＳＤ画像信号が、コン
ポーネント信号のＨＤ画像信号に変換される。
【０２５６】
従って、信号処理回路１１３または１２３のうちのいずれか一方だけが、単独で処理を行
う場合であっても、信号処理回路１１３と１２３とが協調分担して処理を行う場合であっ
ても、最終的に得られるのは、コンポーネント信号のＨＤ画像信号である。
【０２５７】
しかしながら、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３単独の場合に用いられるコン
ポジット／コンポーネント変換かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数によれば、一度の処理で
、コンポジットのＳＤ画像を、コンポーネント信号のＨＤ画像に変換することはできるが
、その変換精度は、コンポジットのＳＤ画像を、コンポーネント信号のＳＤ画像に変換す
るのと、そのコンポーネント信号のＳＤ画像を、コンポーネント信号のＨＤ画像に変換す
るのを、別々に行う場合に比較して劣化することがある。
【０２５８】
即ち、コンポジットのＳＤ画像を、コンポーネント信号のＳＤ画像に変換することは、コ
ンポーネント信号のＳＤ画像を教師データとするとともに、その教師データをコンポジッ
ト信号に変換したＳＤ画像を生徒データとして学習処理を行うことにより得られるタップ
係数（以下、適宜、コンポジット／コンポーネント変換用タップ係数という）を用いて行
うことができる。
【０２５９】
また、コンポーネント信号のＳＤ画像を、コンポーネント信号のＨＤ画像に変換すること
は、上述のＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数（コンポーネント信号のＨＤ画像を教師データと
するとともに、その教師データの空間解像度を低下させたＳＤ画像を生徒データとして学
習処理を行うことにより得られるタップ係数）を用いて行うことができる。
【０２６０】
コンポジット／コンポーネント変換用タップ係数は、コンポジット信号のＳＤ画像を、コ
ンポーネント信号のＳＤ画像に変換する処理に特化したものであるから、コンポジット信
号をコンポーネント信号に変換することだけに注目すれば、コンポジットのＳＤ画像を、
コンポーネント信号のＨＤ画像に、一度に変換することができるコンポジット／コンポー
ネント変換かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数よりも、精度良く、コンポジット信号のＳＤ
画像を、コンポーネント信号のＳＤ画像に変換することができる。
【０２６１】
また、ＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数は、ＳＤ画像をＨＤ画像に変換する処理に特化したも
のであるから、そのような空間解像度を向上させることにだけ注目すれば、やはり、コン
ポジット／コンポーネント変換かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数よりも、精度良く、ＳＤ
画像の空間解像度を向上させたＨＤ画像を得ることができる。
【０２６２】
同様に、ＭＰＥＧ復号かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数は、コンポーネント信号のＳＤ画
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像信号をＭＰＥＧ符号化した符号化データを、一度の処理で、ＭＰＥＧ復号し、ＨＤ画像
に変換することができるが、このＭＰＥＧ復号かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数を用いる
場合には、ＭＰＥＧ復号用タップ係数を用いる場合よりも、復号精度は劣化し、また、Ｓ
Ｄ／ＨＤ変換用タップ係数を用いる場合よりも、変換精度は劣化することがある。
【０２６３】
以上から、信号処理回路１１３と１２３とが協調分担して処理を行う場合には、ＭＰＥＧ
復号用タップ係数を用いて、符号化データがＳＤ画像に変換され、さらに、そのＳＤ画像
が、ＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数を用いて、ＨＤ画像に変換されるので、ＴＶ信号処理部
１０６の信号処理回路１１３単独でコンポジット／コンポーネント変換かつＳＤ／ＨＤ変
換用タップ係数が用いられる場合や、電子機器１１の信号処理回路１２３単独でＭＰＥＧ
復号かつＳＤ／ＨＤ変換用タップ係数が用いられる場合に比較して、画質の良いＨＤ画像
を得ることができる。
【０２６４】
なお、ＭＰＥＧ復号用タップ係数によれば、符号化データをＭＰＥＧ復号するだけでなく
、ＭＰＥＧ符号化に起因して生じるブロック歪み等の歪み除去も行われる。
【０２６５】
即ち、ＭＰＥＧ復号タップ係数は、上述のように、コンポーネント信号のＳＤ画像を教師
データとするとともに、その教師データをＭＰＥＧ符号化した符号化データを生徒データ
として学習処理を行うことにより得られるものであるから、符号化データを、原画像との
自乗誤差（の総和）が最小になる画像に変換するものとなる。従って、ＭＰＥＧ復号タッ
プ係数によれば、符号化データが、歪みのない原画像に近い画像に変換されるから、ＭＰ
ＥＧ復号の他、ＭＰＥＧ符号化に起因するブロック歪み等の歪み除去も行われることにな
る。
【０２６６】
なお、コンポーネント信号のＳＤ画像をＭＰＥＧ符号化してＭＰＥＧ復号したものを教師
データとするとともに、その教師データをＭＰＥＧ符号化した符号化データを生徒データ
として学習処理を行うことによりタップ係数を得た場合には、そのタップ係数は、符号化
データを、通常のＭＰＥＧ復号した場合に得られる復号画像、即ち、ＭＰＥＧ符号化に起
因するブロック歪み等を有する復号画像に近い画像に変換するものとなる。従って、この
場合、上述のような歪み除去は行われないことになる。
【０２６７】
以上のように、電子機器１１のような対応電子機器は、ベイ構造型テレビジョン受像機（
図１、図２）のベイ４に対して、ベイアダプタボックス１４なしで収納することができ、
さらに、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続されることにより、協調分担して処理を行
い、画質の良い画像等を得ることができる。一方、電子機器１３のような非対応電子機器
は、ベイ構造型テレビジョン受像機のベイ４に収納するために、ベイアダプタボックス１
４が必要であり、また、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続されても、単独で処理を行
うため、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続されているかどうかにかかわらず、協調分
担して処理が行われる場合のような画質の良い画像等を得ることができない。
【０２６８】
従って、対応電子機器は、非対応電子機器に比較して、ベイ４への収納が簡易であり、か
つ、品質の良いデータが得られるという付加価値を有することになる。
【０２６９】
次に、上述の場合には、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３や、電子機器１１の
信号処理回路１２３を、クラス分類適応処理を行うクラス分類適応処理回路（図２２）で
構成することにより、各種の機能を実現するようにしたが、その他、信号処理回路１１３
および１２３は、各種の機能の一つ一つに対応する処理を行うモジュール（ブロック）で
構成することが可能である。
【０２７０】
そこで、図２７は、ＴＶ信号処理部１０６および電子機器１１の他の構成例を示している
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。なお、図中、図１６または図１７における場合と対応する部分については、同一の符号
を付してあり、以下では、その説明は、適宜省略する。
【０２７１】
即ち、図２７（Ａ）は、ＴＶ信号処理部１０６の他の構成例を示しており、信号処理部１
１３が、クラス分類適応処理回路ではなく、変換部１７１、空間解像度向上処理部１７２
、ノイズ除去処理部１７３、およびセレクタ１７４で構成されている他は、図１６におけ
る場合と同様に構成されている。
【０２７２】
また、図２７（Ｂ）は、電子機器１１の他の構成例を示しており、やはり、信号処理部１
２３が、クラス分類適応処理回路ではなく、ＭＰＥＧデコーダ１７５、歪み除去処理部１
７６、およびセレクタ１７７で構成されている他は、図１７における場合と同様に構成さ
れている。
【０２７３】
図２７（Ａ）のＴＶ信号処理部１０６が単独で処理を行う場合には、チューナ１０５（図
１５）が出力する、ベースバンドのコンポジット信号のＳＤ画像信号が、セレクタ１０４
およびＩ／Ｆ１１１を介して、信号処理回路１１３に供給される。
【０２７４】
信号処理回路１１３では、チューナ１０５からの信号が、図２７（Ａ）において点線で示
すようにやりとりされることにより処理される。
【０２７５】
即ち、信号処理回路１１３では、セレクタ１７４において、チューナ１０５からのコンポ
ジット信号のＳＤ画像信号が受信される。そして、セレクタ１７４は、変換部１７１を選
択し、その選択した変換部１７１に、コンポジット信号のＳＤ画像信号を供給する。
【０２７６】
変換部１７１は、セレクタ１７４からのコンポジット信号のＳＤ画像信号を、コンポーネ
ント信号のＳＤ画像信号に変換して、セレクタ１７４に供給する。セレクタ１７４は、空
間解像度向上処理部１７２を選択し、その選択した空間解像度向上処理部１７２に、コン
ポーネント信号のＳＤ画像信号を供給する。
【０２７７】
空間解像度向上処理部１７２は、セレクタ１７４からのコンポーネント信号のＳＤ画像信
号の空間解像度を向上させる処理を行い、その結果得られる、コンポーネント信号のＨＤ
画像信号を、セレクタ１７４に供給する。セレクタ１７４は、ノイズ除去処理部１７３を
選択し、その選択したノイズ除去処理部１７３に、コンポーネント信号のＨＤ画像信号を
供給する。
【０２７８】
ノイズ除去処理部１７３は、セレクタ１７４からのＨＤ画像信号に対して、ノイズ除去処
理を施し、その結果得られるＨＤ画像信号を、セレクタ１７４に供給する。そして、セレ
クタ１７４は、ノイズ除去処理部１７３からのＨＤ画像信号を、Ｉ／Ｆ１１１を介して、
セレクタ１０４（図１５）に出力する。
【０２７９】
セレクタ１０４は、このＨＤ画像信号を、例えば、ＣＲＴ２（図１５）に供給し、ＣＲＴ
２では、対応するＨＤ画像が表示される。
【０２８０】
従って、ＴＶ信号処理部１０６が単独で処理を行う場合、ＴＶ信号処理部１０６の信号処
理回路１１３は、コンポジット信号をコンポーネント信号に変換する機能、空間解像度を
向上させる機能（ＳＤ画像をＨＤ画像に変換する機能）、およびノイズを除去する機能を
有する。
【０２８１】
一方、図２７（Ｂ）の電子機器１１が単独で処理を行う場合には、特有ブロック１２４が
出力する、ＳＤ画像をＭＰＥＧ符号化して得られる符号化データが、信号処理回路１２３
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に供給される。
【０２８２】
信号処理回路１２３では、符号化データが、図２７（Ｂ）において点線で示すようにやり
とりされることにより処理される。
【０２８３】
即ち、信号処理回路１２３では、セレクタ１７７において、特有ブロック１２４からの符
号化データが受信される。そして、セレクタ１７７は、ＭＰＥＧデコーダ１７５を選択し
、その選択したＭＰＥＧデコーダ１７５に、符号化データを供給する。
【０２８４】
ＭＰＥＧデコーダ１７５は、セレクタ１７７からの符号化データをＭＰＥＧ復号し、その
結果得られる復号画像信号（ＳＤ画像信号）を、セレクタ１７７に供給する。セレクタ１
７７は、歪み除去処理部１７６を選択し、その選択した歪み除去処理部１７６に、復号画
像信号を供給する。
【０２８５】
歪み除去処理部１７６は、セレクタ１７７からの復号画像信号からブロック歪み等を除去
する歪み除去処理を行い、その結果得られる復号画像信号を、セレクタ１７７に供給する
。セレクタ１７７は、歪み除去処理部１７６からの復号画像信号を、Ｉ／Ｆ１２１を介し
て出力する。
【０２８６】
従って、電子機器１１が単独で処理を行う場合、電子機器１１の信号処理回路１２３は、
画像をＭＰＥＧ符号化した符号化データをＭＰＥＧ復号する機能、およびブロック歪み等
を除去する機能を有する。
【０２８７】
次に、電子機器１１が、ベイ４（図１、図２）に収納され、ＴＶ信号処理部１０６と電気
的に接続された場合には、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３と、電子機器１１
の信号処理回路１２３は、処理を協調分担するために、上述したように、互いの機能ＩＤ
をやりとりすることで、少なくとも一方が、その機能を変化させる。
【０２８８】
即ち、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３は、例えば、上述した、コンポジット
信号をコンポーネント信号に変換する機能、空間解像度を向上させる機能、およびノイズ
を除去する機能の３つの機能を有するものから、空間解像度を向上させる機能だけを有す
るものに変化する。
【０２８９】
また、電子機器１１の信号処理回路１２３は、上述した、符号化データをＭＰＥＧ復号す
る機能、およびブロック歪み等を除去する機能の２つの機能を有するもののままとされる
。
【０２９０】
そして、ＴＶ信号処理部１０６の信号処理回路１１３と、電子機器１１の信号処理回路１
２３では、符号化データが、図２８において点線で示すようにやりとりされることにより
処理される。
【０２９１】
即ち、電子機器１１の信号処理回路１２３では、図２７（Ｂ）における場合と同様の処理
が行われ、これにより、Ｉ／Ｆ１２１から、歪み除去が行われた復号画像信号が出力され
る。
【０２９２】
この復号画像信号は、セレクタ１０４に供給され、セレクタ１０４は、電子機器１１（の
Ｉ／Ｆ１２１）からの復号画像信号を、ＴＶ信号処理部１０６に供給する。
【０２９３】
ＴＶ信号処理部１０６では、セレクタ１０４からの復号が画像信号が、Ｉ／Ｆ１１１で受
信され、信号処理回路１１３に供給される。



(37) JP 4582681 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【０２９４】
信号処理回路１１３では、セレクタ１７４において、復号画像信号が受信され、さらに、
空間解像度向上処理部１７２が選択される。そして、セレクタ１７４は、受信した復号画
像信号を、選択した空間解像度向上処理部１７２に供給する。
【０２９５】
空間解像度向上処理部１７２は、セレクタ１７４からの復号画像信号の空間解像度を向上
させる処理を行い、その結果得られるＨＤ画像信号を、セレクタ１７４に供給する。セレ
クタ１７４は、空間解像度向上処理部１７２からのＨＤ画像信号を、Ｉ／Ｆ１１１を介し
て、セレクタ１０４に出力する。
【０２９６】
セレクタ１０４は、このＨＤ画像信号を、例えば、ＣＲＴ２（図１５）に供給し、ＣＲＴ
２では、対応するＨＤ画像が表示される。
【０２９７】
従って、電子機器１１が単独で処理を行う場合には、符号化データをＭＰＥＧ復号し、そ
の結果得られる復号画像信号から、歪み除去を行ったものが得られるが、電子機器１１と
ＴＶ信号処理部１０６とが電気的に接続され、協調分担して処理が行われる場合には、歪
み除去を行った復号画像信号の空間解像度を向上させたＨＤ画像を得ることができる。
【０２９８】
なお、図２７および図２８の実施の形態に示したように、信号処理回路１１３や１２３を
、各機能に対応するモジュール（ブロック）を用いて構成する場合には、信号処理回路１
１３や１２３に持たせる機能の数と同一の数のモジュールが必要となり、機能の数を増加
させると、モジュールの数も増加するから、回路規模も大きくなる。
【０２９９】
これに対して、信号処理回路１１３や１２３を、図２２に示したように、クラス分類適応
処理回路で構成する場合には、機能の数の増加によって増加するのは、基本的に、係数記
憶部１３５の記憶容量だけであり、従って、回路規模の大型化を低減することができる。
また、信号処理として、クラス分類適応処理を採用することで、機能の変化に伴う信号処
理手順の変化や回路構成の変化がほとんどないことは、図２２や、図２５、図２６から分
かる。即ち、図２２のクラス分類適応処理回路によれば、タップ係数と予測タップとの積
和演算を行うという、１つの処理手順に特化した処理を行う積和演算回路１３６の物理的
構成を変更せずに、各種の機能の信号処理を実現することができる。
【０３００】
次に、信号処理回路１１３や１２３による、上述した一連の処理は、ハードウェアにより
行うこともできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェア
によって行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、マイクロコンピュー
タ等のコンピュータにインストールされる。
【０３０１】
そこで、図２９は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコン
ピュータの一実施の形態の構成例を示している。
【０３０２】
プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのハードディスク２０５や
ＲＯＭ２０３に予め記録しておくことができる。
【０３０３】
あるいはまた、プログラムは、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only 
Memory)，MO(Magneto optical)ディスク，DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク
、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体２１１に、一時的あるいは永続的に格納（記
録）しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体２１１は、いわゆるパッケ
ージソフトウエアとして提供することができる。
【０３０４】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体２１１からコンピュータにイ



(38) JP 4582681 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

ンストールする他、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して
、コンピュータに無線で転送したり、LAN(Local Area Network)、インターネットといっ
たネットワークを介して、コンピュータに有線で転送し、コンピュータでは、そのように
して転送されてくるプログラムを、通信部２０８で受信し、内蔵するハードディスク２０
５にインストールすることができる。
【０３０５】
コンピュータは、CPU(Central Processing Unit)２０２を内蔵している。CPU２０２には
、バス２０１を介して、入出力インタフェース２１０が接続されており、CPU２０２は、
入出力インタフェース２１０を介して、ユーザによって、キーボードや、マウス、マイク
等で構成される入力部２０７が操作等されることにより指令が入力されると、それにした
がって、ROM(Read Only Memory)２０３に格納されているプログラムを実行する。あるい
は、また、CPU２０２は、ハードディスク２０５に格納されているプログラム、衛星若し
くはネットワークから転送され、通信部２０８で受信されてハードディスク２０５にイン
ストールされたプログラム、またはドライブ２０９に装着されたリムーバブル記録媒体２
１１から読み出されてハードディスク２０５にインストールされたプログラムを、RAM(Ra
ndom Access Memory)２０４にロードして実行する。これにより、CPU２０２は、上述した
フローチャートにしたがった処理、あるいは上述したブロック図の構成により行われる処
理を行う。そして、CPU２０２は、その処理結果を、必要に応じて、例えば、入出力イン
タフェース２１０を介して、LCD(Liquid Crystal Display)やスピーカ等で構成される出
力部２０６から出力、あるいは、通信部２０８から送信、さらには、ハードディスク２０
５に記録等させる。
【０３０６】
ここで、本明細書において、コンピュータに各種の処理を行わせるためのプログラムを記
述する処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に
処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいは
オブジェクトによる処理）も含むものである。
【０３０７】
また、プログラムは、１のコンピュータにより処理されるものであっても良いし、複数の
コンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プログラムは、遠方
のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
【０３０８】
なお、ベイ構造型テレビジョン受像機（図１、図２）のベイ４に収納する電子機器は、上
述したＤＶＤプレーヤやディジタルＶＴＲ等に限定されるものではなく、例えば、プリン
タやＨＤ(Hard Disk)レコーダその他の、どのようなものであってもかまわない。
【０３０９】
また、本実施の形態では、ＴＶラック１（図１）に、チューナ１０４やＴＶ信号処理部１
０６等を、あらかじめ組み込むことにより、ベイ構造型テレビジョン受像機（図１、図２
）を構成するようにしたが、チューナ１０４やＴＶ信号処理部１０６等は、ＴＶラック１
に、あらかじめ組み込んでおく必要はない。即ち、チューナ１０４やＴＶ信号処理部１０
６等は、電子機器の１つとして、ＴＶラック１のベイ４に収納して使用するようにするこ
とが可能である。
【０３１０】
また、本実施の形態では、ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１との２つの電子機器が、
処理の協調分担を行う場合について説明したが、処理の協調分担は、３以上の電子機器で
行うことも可能である。また、処理の内容も、ここで挙げたもの以外に時間解像度創造、
階調創造その他を採用することができる。
【０３１１】
さらに、本実施の形態では、ベイ構造型テレビジョン受像機のベイ４に、電子機器１１が
収納され、ＴＶ信号処理部１０６と電気的に接続された場合に、処理の協調分担が行われ
ることとしたが、処理の協調分担は、ベイ４に収納されることにより電気的に接続された



(39) JP 4582681 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

複数の電子機器どうしで行う他、ケーブルや無線等を介して電気的に接続された複数の電
子機器どうしで行うことも可能である。
【０３１２】
また、本実施の形態では、係数記憶部１３５（図２２）に、複数種類のタップ係数のセッ
トをあらかじめ記憶させておき、使用するタップ係数のセットを切り替えることで、信号
処理回路１１３の機能を変化させるようにしたが、このように、信号処理回路１１３の機
能を変化させるためのタップ係数は、係数記憶部１３５にあらかじめ記憶させておくので
はなく、外部からダウンロードすることが可能である。
【０３１３】
即ち、例えば、図１で説明したように、ベイ構造型テレビジョン受像機のベイ４Ｇには、
携帯電話機を収納することができるが、このように、ベイ４Ｇに携帯電話機が収納されて
いる場合には、その携帯電話機の通信機能により、インターネットその他のネットワーク
上のサーバにアクセスし、必要なタップ係数をダウンロードするようにすることができる
。また、例えば、他の電子機器と電気的に接続されている場合において、その電子機器が
、必要なタップ係数を記憶しているときには、その電子機器から、タップ係数をダウンロ
ードするようにすることができる。
【０３１４】
なお、同様にして、予測タップやクラスタップのタップ構造に関する情報も、外部からダ
ウンロードするようにすることが可能である。
【０３１５】
ここで、上述のように、タップ係数を外部からダウンロードする場合には、そのダウンロ
ードしたタップ係数（以下、適宜、ダウンロードタップ係数という）を、係数記憶部１３
５（図２２）に記憶させる必要があり、従って、係数記憶部１３５には、ダウンロードタ
ップ係数を記憶させる記憶領域が必要となる。
【０３１６】
従って、係数記憶部１３５は、必要最小限のタップ係数（ＴＶ信号処理部１０６について
いえば、ＴＶ信号処理部１０６が最低限有していなければならない機能を実現するための
、例えば、コンポジット／コンポーネント変換用タップ係数など）のための記憶領域の他
に、ダウンロードタップ係数を記憶させるための記憶領域を設けて構成するようにするこ
とができる。
【０３１７】
また、この場合、ダウンロードタップ係数を使用しないときは、係数記憶部１３５の記憶
領域が無駄になる。そこで、係数記憶部１３５には、必要最小限の記憶領域だけを設け、
その記憶領域に、必要最小限のタップ係数をあらかじめ記憶させておき、ダウンロードタ
ップ係数を使用する場合には、そのダウンロードタップ係数を、上書きする形で、係数記
憶部１３５に記憶させるようにすることができる。
【０３１８】
但し、この場合、ダウンロードタップ係数が不要となったとき（例えば、他の電子機器と
の電気的な接続が切断されたとき等）には、係数記憶部１３５に、あらかじめ記憶されて
いたタップ係数を記憶させ直す必要がある。そのためには、係数記憶部１３５に、ダウン
ロードタップ係数を上書きする際に、あらかじめ記憶されていたタップ係数を保持してお
く必要があるが、これは、例えば、図１５に点線で示すように、セレクタ１０４に接続す
る形で、ＨＤ(Hard Disk)１０７などの記憶媒体を設けておくことにより可能である。即
ち、係数記憶部１３５に、あらかじめ記憶されていたタップ係数は、ＨＤ１０７に保持し
ておくことが可能である。
【０３１９】
また、図２５の実施の形態の係数記憶部１３５における、１つの係数メモリ１６３nには
、基本的に、１セットのタップ係数が記憶されるが、タップ係数のビット数が多かったり
、クラス数が多いこと等に起因して、１つの係数メモリ１６３nに、１セットのタップ係
数を記憶しきれない場合には、係数メモリ１６３1乃至１６３Nのうちの複数に、１セット
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のタップ係数を記憶させるようにすることが可能である。
【０３２０】
また、本実施の形態では、画像を処理する場合について説明したが、本発明は、音声等を
処理する場合にも適用可能である。
【０３２１】
【発明の効果】
　以上の如く、本発明の信号処理装置および信号処理方法、プログラム、並びに信号処理
システムによれば、入力信号に対して、第１の信号処理と、第１の信号処理とは異なる第
２の信号処理とが、所定の係数を用いて、適応処理により一括で行われ、第１の信号処理
を行う他の装置が接続されているかどうかが判定され、他の装置が接続されているときに
、所定の係数が、第２の信号処理に特化した係数に変更されることにより、信号処理手段
が行う処理が、第２の信号処理に変化する。従って、複数の装置が、入力信号に対する処
理を協調して分担することが可能となり、さらに、１つの装置単独の場合よりも高品質の
処理結果を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したベイ構造型テレビジョン受像機の一実施の形態の構成例を示す
斜視図である。
【図２】電子機器が収納された状態のベイ構造型テレビジョン受像機を示す斜視図である
。
【図３】ベイ内接続パネル５の構成例を示す平面図である。
【図４】電子機器１１（１２）を背面側から見た場合の斜視図である。
【図５】ベイアダプタボックス１４の構成例を示す斜視図である。
【図６】アダプタ内接続パネル１５Ａとアダプタ背面パネル１５Ｂの構成例を示す斜視図
である。
【図７】背面パネル部１５の着脱が可能なベイアダプタボックス１４を示す斜視図である
。
【図８】アダプタ背面パネル１５Ｂの着脱が可能なベイアダプタボックス１４を示す斜視
図である。
【図９】端子が移動可能な背面パネル部１５の構成例を示す斜視図である。
【図１０】端子が移動可能な背面パネル部１５を示す断面図である。
【図１１】端子が移動可能な背面パネル部１５を示す断面図である。
【図１２】端子が移動可能な背面パネル部１５の他の構成例を示す斜視図である。
【図１３】端子が移動可能な背面パネル部１５の、さらに他の構成例を示す斜視図である
。
【図１４】接続板８１を説明するための図である。
【図１５】ベイ構造型テレビジョン受像機の電気的構成例を示すブロック図である。
【図１６】ＴＶ信号処理部１０６の構成例を示すブロック図である。
【図１７】電子機器１１（１２）の構成例を示すブロック図である。
【図１８】ＴＶ信号処理部１０６（電子機器１１（１２））の処理を説明するフローチャ
ートである。
【図１９】ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１それぞれが単独で行う処理を説明するた
めの図である。
【図２０】ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１とが協調分担して行う処理を説明するた
めの図である。
【図２１】ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１とが協調分担して行う処理を説明するフ
ローチャートである。
【図２２】信号処理回路１１３の構成例を示す図である。
【図２３】係数記憶部１３５に記憶させるタップ係数を学習する学習装置の構成例を示す
ブロック図である。
【図２４】学習装置による学習処理を説明するフローチャートである。
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【図２５】係数記憶部１３５の構成例を示すブロック図である。
【図２６】クラス分類適応処理回路で構成される信号処理回路１１３の処理を説明するフ
ローチャートである。
【図２７】ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１それぞれが単独で行う処理を説明するた
めの図である。
【図２８】ＴＶ信号処理部１０６と電子機器１１とが協調分担して行う処理を説明するた
めの図である。
【図２９】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
１　ＴＶラック，　２　ＣＲＴ，　３　スピーカ，　４Ａ乃至４Ｇ　ベイ，　５　ベイ内
接続パネル，　１１乃至１３　電子機器，　１４　ベイアダプタボックス，　１４Ａ　ス
ロット，　１５　背面パネル部，　１５Ａ　アダプタ内接続パネル，　１５Ｂ　アダプタ
背面パネル，　１６Ａ　雌ピン群，　１６Ｂ　雄ピン群，　２１　ＲＧＢ用出力端子，　
２２　ＲＧＢ用入力端子，　２３　オーディオ出力端子，　２４　オーディオ入力端子，
　２５　出力用Ｓ端子，　２６　入力用Ｓ端子，　２７　ＩＥＥＥ１３９４端子，　２８
　ＵＳＢ端子，　２９　電源端子，　３１　ＲＧＢ用入力端子，　３２　ＲＧＢ用出力端
子，　３３　オーディオ入力端子，　３４　オーディオ出力端子，　３５　入力用Ｓ端子
，　３６　出力用Ｓ端子，　３７　ＩＥＥＥ１３９４端子，　３８　ＵＳＢ端子，　３９
　電源端子，　４１　ＲＧＢ用入力端子，　４２　ＲＧＢ用出力端子，　４３オーディオ
入力端子，　４４　オーディオ出力端子，　４５　入力用Ｓ端子，４６　出力用Ｓ端子，
　４７　ＩＥＥＥ１３９４端子，　４８　ＵＳＢ端子，４９　電源端子，　５１　スリッ
ト板，　５２　スリット，　５３　端子，　５３Ａ　胴体部，　５４　端子，　５４Ａ　
胴体部，　６１　底板，　６２　絶縁体，　６３　胴体部，　６４　接点金具，　６５　
ねじ部，　６６　絶縁膜，６７　胴体部，　６８　接点金具，　７１　挿入口，　８１　
接続板，　８２Ｌ，８２Ｒ　はめ込み用スリット，　８３　パッチ板，　８４　端子，　
８５　枠穴，　８６　接続端子，　８７　枠溝，　８８　枠，　８９　導電部，　１０１
　リモコン，　１０２　メインコントローラ，　１０３　セレクタコントローラ，　１０
４　セレクタ，　１０５　チューナ，　１０６　ＴＶ信号処理部，　１０７　ＨＤ，　１
１１　Ｉ／Ｆ，　１１２　コントローラ，　１１３　信号処理回路，　１２１　Ｉ／Ｆ，
　１２２　コントローラ，　１２３　信号処理回路，　１２４　特有ブロック，　１３１
　バッファ，　１３２　予測タップ抽出回路，　１３３　クラスタップ抽出回路，　１３
４　クラス分類回路，　１３５　係数記憶部，　１３６　積和演算回路，　１３７　機能
制御部，　１４１　教師データ生成回路，　１４２　教師データメモリ，　１４３　生徒
データ生成回路，　１４４　生徒データメモリ，　１４５　予測タップ抽出回路，　１４
６　クラスタップ抽出回路，　１４７　クラス分類回路，　１４８　正規方程式加算回路
，　１４９　タップ係数決定回路，　１５０　係数メモリ，　１５１　制御回路，　１６
１，１６２　セレクタ，　１６３1乃至１６３N　係数メモリ，　１７１　変換部，　１７
２　空間解像度向上処理部，　１７３　ノイズ除去処理部，１７４　ＭＰＥＧデコーダ，
　１７５　歪み除去処理部，　１７６　セレクタ，　２０１　バス，　２０２　CPU，　
２０３　ROM，　２０４　RAM，　２０５ハードディスク，　２０６　出力部，　２０７　
入力部，　２０８　通信部，２０９　ドライブ，　２１０　入出力インタフェース，　２
１１　リムーバブル記録媒体
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